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♣オーラルアワード（星形成・惑星系分科会）

順位 講演者 所属 学
年

講演タイトル

1位 荒川創太 東京工業
大学

M2 隕石中の固体微粒子から探る岩石微
惑 星形成

2位 石澤裕弥 京都大学 M1 ジャイアントインパクトモデルによる
天王星の衛星形成

3位 冨永遼佑 名古屋大
学

M1 永年重力不安定性の解明に向けた数
値 計算法の開発

3位 佐藤雄太
郎

名古屋大
学

M2 微惑星の衝突破壊を考慮した巨大衝
突 ステージにおける原始惑星の軌道
進化
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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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a16 上塚奈々絵 奈良女子大学 M1 Chandra衛星によるHD189733bのトランジット観測
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※講演タイトルをクリックすると該当する集録へジャンプします
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おける変光探査
b7 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
b8 本間謙二 東京工業大学 M1 原始惑星系円盤形成段階における微惑星形成の可能性
b9 前嶋宏志 東京大学 M1 トランジット観測による系外惑星大気中における水蒸

気の発見
b10 北澤優也 筑波大学 M1 円偏光によるアミノ酸異性体過剰生成モデルの構築
c1 福島肇 京都大学 D1 低金属度大質量星形成における輻射フィードバック効

果
c2 杉浦宏夢 京都大学 M1 種族 III星形成における ΩΓ-限界の効果
c3 崔仁士 国立天文台 M1 原始星周囲の円盤形成と進化
c4 佐藤拳斗 東京工業大学 M1 3D 輻射流体力学シミュレーションを用いた Bow

Shocksによるコンドリュール形成モデル
c5 小佐々唯 東京工業大学 M1 マグマオーシャンによる表層・マントルへの水の分配

について
c6 中嶋彩乃 東京工業大学 M1 エンケラドスの軌道進化と潮汐加熱
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※講演タイトルをクリックすると該当する集録へジャンプします
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フィラメント状分子雲における分子雲コア質量関数の理論の検証
川村 香織 (名古屋大学大学院 理論宇宙物理学研究室)

Abstract

星の形成過程を理解する上で、分子雲コアの質量関数の起源を解明することは非常に重要である。近年の
Herschel宇宙望遠鏡による Gould Belt領域のサーベイ観測では、分子雲コアの質量関数と星の初期質量関
数の形がよく似ていることが示された (André et al. 2010)。これは星の質量分布の決定に分子雲コアの質量
分布が大きく影響していることを示唆する。また、分子雲中には幅 0.1pc程度の細長く伸びたフィラメント
状の構造が多数存在することも明らかとなった。分子雲コアや原始星はこの構造に沿って分布しており、星
形成におけるフィラメント状構造の分裂の重要性が指摘されている。Inutsuka(2001)はフィラメント状分子
雲に Press-Schechter理論を応用し、分子雲コアの質量関数を解析的に求める理論を提案している。しかし、
一般に Press-Schechter理論では幾つかの仮定が用いられており、実際のコアと理論から得られる質量関数
が対応していることは自明ではない。本研究では、計算機上に再現したフィラメント状分子雲の線密度分布
を用いて、具体的にコアを同定することで、この理論の数学的な正しさを検証した。その結果、ゆらぎの成
長の初期においては、この理論で具体的なコアの質量関数を表現できることが確認できた。さらに、この理
論を実際の観測に用いることに向けた検証についても議論する。

1 導入
星は星間物質中の分子雲で形成されると考えられ
ている。しかし、その形成過程は未だに解明されて
おらず、現代の天文学・天体物理学における大きな問
題の一つである。Herschel宇宙望遠鏡による Gould

Belt領域のサーベイ観測では、分子雲コア質量関数
と星の初期質量関数はどちらも同じようなべきを持
ち、よく似た形をしていることが示された (André et

al. 2010)。これは星の質量分布が決定される際に、
分子雲コアの質量分布が大きく影響していることを
示唆する。星形成を理解するということは、星の最
も基本的な性質である質量の分布を再現する理論を
構築することに他ならない。よって分子雲コア質量
関数の起源を解明することは星形成を理解する上で
非常に重要である。さらに、同じ観測から、分子雲
中には多数のフィラメント状構造が存在することが
明らかとなった。フィラメント状構造というのは分
子雲中で高密度 (∼ 103個 cm−3)の領域が 0.1pc程度
の幅を持って細長く伸びた構造である。分子雲コア
や原始星はこの構造に沿って分布しており、これは
フィラメント状の分子雲が分裂することによる星形
成を示唆している。

Inutsuka(2001)ではPress-Schechter理論をフィラ
メント状分子雲に応用し、分子雲コアの質量関数を
解析的に求める理論が提案されている。この理論で
分子雲コアの質量関数を決めるのは、フィラメント
状構造に沿った線密度ゆらぎのパワースペクトルで
ある。例として、パワースペクトルが波数の−1.5乗
に比例する形の場合、得られる質量関数は数自由落
下時間程度で観測結果とよく一致することが示され
ていた。近年、Herschel観測で報告されたフィラメ
ント状分子雲の線密度分布から、線密度ゆらぎのパ
ワースペクトルは波数の −1.6± 0.3乗に比例するこ
とが明らかになった (Roy et al. 2015)。この観測結
果から Inutsuka(2001)で分子雲コアの質量関数を説
明できることが期待される。
しかし、一般にPress-Schechter理論では幾つかの

仮定が用いられており、実際のコアと理論から得られ
る質量関数が対応していることは自明ではない。そ
こで本研究では、計算機上にフィラメント状分子雲
の線密度分布を再現し、具体的に同定したコアから
質量関数を求め、Inutsuka(2001)の理論で求められ
る質量関数と比較することで、Inutsuka(2001)で用
いられたPress-Schechter理論の数学的な正しさを検



11

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

証した。また、実際の観測への応用に向けた検証に
ついても議論する。

2 Inutsuka(2001)の概要
フィラメント状構造の長さ方向に沿って、線密度
ゆらぎ δ(z)を

δ(z) =
Mline(z)−M line

M line

(1)

で定義する。ここでMline(z)とM lineはそれぞれフィ
ラメントの線密度と平均線密度である。このゆらぎ
δ(z)の確率分布はガウス分布であることを仮定する
(実際にガウス分布となることは観測からも十分確か
められている)。質量M と長さ λM、波数 kMの間に

M = M lineλM, kM =
2π

λM
(2)

で一対一の関係をつける。質量スケールに応じて幅
が決まる窓関数WM(z) を用いてゆらぎ δ(z)を

δM(z) =

∫
δ(z′)WM(z − z′)dz′ (3)

のようにスムージングする。Inutsuka(2001)では窓
関数として

WM(z) =
sin(kMz)

πz
(4)

で与えられる sharp k-space filterが用いられた。こ
の窓関数は波数空間ではトップハット型となる。
臨界値 δc を用いて δM > δc のとき、質量M で崩
壊していると定義する。以降この崩壊領域をコアと呼
ぶことにする (現実でコアを定義する臨界値の具体的
な値は δc ∼ 1.6である (Inutsuka & Miyama 1997))。
質量M のコアの割合 f(M)は、スムージングしても
ゆらぎの確率分布はガウス分布になることから

f(M) =

∫ ∞

δc

1√
2πσ2

M

exp

(
− δ2M
2σ2

M

)
dδM (5)

によって求めることができる。ここで σ2
M はガウス

分布の分散であり、質量スケールによるガウス分布
の違いを表す。具体的には、

σ2
M =

1

L

∫
|δM(z)|2dz =

L

2π

∫ kM

−kM

P (k)dk (6)

のようにパワースペクトル

P (k) = |δ̃k(k)|2 (7)

で決定される (ここで δ̃k(k) = 1
L

∫
δ(z)e−ikzdz、L

はフィラメントの長さ)。
一方、この割合 f(M)は質量関数 n(M)と質量M ′

のコアの中に質量M のコアが含まれるという条件付
き確率 P(M|M′)を用いて

f(M) =

∫ ∞

M

n(M ′)
M ′

M line

P(M |M ′)dM ′ (8)

と表わすこともできる。窓関数に sharp k-space filter

を選んだ場合には P (M |M ′) = 1/2となる (Yano et

al. 1996)。
式 (5)と (8)を n(M)について解くことで質量関

数は

n(M) = −M line

M

δc√
2π

exp

(
− δ2c
2σ2

M

)
1

σ3
M

dσ2
M

dM
(9)

のように解析的に求められる。

図 1: パワースペクトルが波数の−1.5乗に比例する
場合の質量関数の計算例。横軸はMmin で規格化し
た質量、縦軸はM line/M

2
min で規格化したコアの頻

度。曲線は下から順に自由落下時間の 0, 2, 4, 6, 8, 10

倍の時刻での質量関数のスナップショット、直線は傾
き dN

dM ∝ M−2.5(観測)を示す。

例えば、線密度ゆらぎのパワースペクトル P (k)が

P (k) = 2.5× 10−5

(
|k|
km

)−1.5

exp[2ω(k)t] (10)
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のようなべき乗の形で与えられる場合、質量関数は
図 1のようになる。ここで ω(k)はゆらぎの成長率、
kmは最も不安定な波数である。波数 kmに対応する
波長が最も不安定な波長で λm = 2π/km、コアの最
小質量はMmin = M lineλm で与えられる。数自由落
下時間で観測されている分子雲コアの質量関数の傾
きをうまく再現することがわかる。

3 検証方法
3.1 線密度ゆらぎの空間分布の作成
本研究では初期 (t = 0)の質量関数を考える。In-

utsuka(2001)と同様の形のパワースペクトル

P (k) = A

(
k

km

)α

A,α :定数 (11)

を持つように線密度ゆらぎの空間分布 δ(z)を与える。

δ(z) =
∑
k

{a(k) cos (kz) + b(k) sin (kz)} (12)

a(k) =
√
A

(
k

km

)α
2

sin θk (13)

b(k) =
√
A

(
k

km

)α
2

cos θk (14)

とし、係数 a(k), b(k)に 0 ≤ θk < 2πの乱数 θk を用
いることで、式 (11)のパワースペクトルを持った異
なるゆらぎの空間分布を作ることができる。今、波
数 kは k = 2π

L n (n = 1, 2, . . . )で離散化されている。
今後、ゆらぎを時間発展させることを考慮し、ゆら
ぎの空間分布の作成には 1次元の Smoothed Particle

Hydrodynamics法 (SPH法)を用いる。SPH法は天
体物理学の分野で広く用いられるラグランジュ的な
流体計算法であり、固有の質量と広がりを持った粒
子 (SPH粒子)の重ね合わせで密度分布を表現する。
ここでは式 (12) のゆらぎの分布になるように SPH

粒子の位置を配置する。
また、δM > δc を質量 M のコアと定義すれば、

Inutsuka(2001)の理論では δcの具体的な値に関わら
ず質量関数 n(M)を求めることができるはずである
(ここで定義される ‘コア’は現実に観測される分子雲
コアとは必ずしも一致しない)。よって本研究では臨
界値 δcとパワースペクトルの振幅Aを様々な値に変
えて検証を行う。

3.2 検証 1 : 理論の数学的検証
Inutsuka(2001)で用いられている Press-Schechter

理論の数学的な正しさを検証する。Inutsuka(2001)

と同じ条件 δM > δcで質量M のコアを定義するが、
δMの確率分布ではなく、空間分布から具体的にコア
を同定して質量関数を求めていく。
式 (3)の sharp k-space filterによるスムージング

は、波数 kM 以上の波数成分を取り除くことに相当
する。つまり、

δM(z) =

kM∑
k=1

{a(k) cos (kz) + b(k) sin (kz)} (15)

とすることで、質量M に一対一対応するスムージン
グされたゆらぎの空間分布 δM(z)が得られる。任意
の場所 zに注目して、δM(z) > δc であった場合、そ
の場所に質量M のコアを同定する。その際、質量M

に対応する波長 λM の長さ分の領域がこのコアを作
るものとし、以降この領域は他のコアに含まれない
ものとする。大きい質量スケールでスムージングが
行われたゆらぎの空間分布 δM(z)から順にこの方法
でコアを同定していくことで、大きいコアに飲み込
まれている小さいコアを重複して数えてしまう問題
を回避して質量関数を求めることができる。
このようにして求めた質量関数と Inutsuka(2001)

の理論で計算される質量関数とを比較する。

3.3 検証 2 : 観測への応用に向けた検証
Inutsuka(2001)の質量関数と実際に観測で求めら

れる質量関数にどのような関係があるかを調べる。
Press-Schchter 理論は用いず、スムージングを行う
前のゆらぎの空間分布 δ(z)でゆらぎの大きさが閾値
を超ている部分をコアと同定する。コアの質量は閾
値を超えている部分の質量とする。
このように観測を模擬して求めた質量関数と In-

utsuka(2001)の理論で計算される質量関数とを比較
する。
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4 結果
検証 1・2の方法で求めた質量関数をそれぞれ図 2

と図 3に示す。今回の計算では、パワースペクトル
の振幅 A = 0.125 × 10−7、べき α = −1.6、フィラ
メントの長さ L = 400λm、SPHの粒子数 4096とし
た。質量関数を求めるに当たって、500個の異なるゆ
らぎの空間分布を使用した。

-6
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Lo
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/d

M
)

Log(M/Mmin)

図 2: 検証 1における質量関数の比較。横軸と縦軸は
図 1と同じ。十字のプロットが Press-Schechter理論
に基づいて具体的にコアを同定して求めた質量関数、
実線が Inutsuka(2001)の理論で求めた質量関数。ど
ちらも δc = 0.08の場合。
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図 3: 検証 2における質量関数の比較。丸のプロット
が観測の方法、実線が Inutsuka(2001)の理論 (δc =

0.08)で求めた質量関数。凡例は観測の方法でコアを
決める際の閾値を表す。

検証 1では、図 2に示した以外の δcの値でも、ゆ
らぎの大きさに対して δc が大きすぎるもしくは小

さすぎることがない限り、2つの方法で求めた質量
関数は概ね一致することがわかった。このことから、
Inutsuka(2001) で用いられた Press-Schechter 理論
は、具体的にその定義に基づいたコアを表現できて
いると言える。
検証 2では、Press-Schechter理論でコアを定義す

る臨界値 δcと観測でコアを定義する閾値を同じ値に
しても質量関数は同じにはならないことがわかった。

5 まとめ・今後の課題
本研究ではフィラメント状分子雲の線密度の空間

分布を再現し、具体的にコアを同定して質量関数を
求めることで、Inutsuka(2001)で用いられた Press-

Schechter 理論の数学的な正しさの検証と、実際の
観測でこの理論を用いることに向けた検証を行った。
その結果、理論はその定義に基づいて具体的にコア
を同定した場合と同じ質量関数を表現すること、観
測に用いる際はコアの定義を変えなければならない
可能性があることがわかった。
今後はさらに様々なA, δcの値を用いてより幅広い

検証を行いたい。また、SPH法で自己重力を計算し、
線密度ゆらぎを成長させることで、質量関数が時間
発展した場合についても検証を進める予定である。
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非理想MHD効果による連星形成への影響
中村 亮介 (大阪大学大学院 理学研究科)

Abstract

宇宙において連星は非常にありふれた存在であり、その形成について理解することは極めて重要である。分
子雲から原始星が形成され、その周りに円盤や連星が生まれる過程について様々な研究がなされてきた。こ
の過程で重要なのは磁場による角運動量輸送であるが、磁場による角運動量輸送の効率が非常に高いために
円盤や連星が形成されにくい、Magnetic Breaking Catastrophe または Fragmentation Crisis と呼ばれる
問題が存在する (Mellon & Li 2008; Hennebelle & Fromang 2008)。この問題は最近精力的に研究され様々
な解決策が提案されているが、その一つとしてオーム散逸等の非理想MHD効果による磁場の散逸で角運動
量輸送を抑制することが考えられている (Tomida et al. 2015)。連星系の形成を理解するためにはこのよう
な現実的物理過程を取り入れた精密な研究が必要である。
連星系の形成条件はオーム散逸を考慮した磁気流体シミュレーションにより既に調べられている (Machida

et al. 2008)。本発表ではまずこの研究について紹介し、連星系形成と磁場、回転の関係を説明する。現在こ
の研究を拡張し、ambipolar diffusion (電離度が非常に低い領域で中性粒子と荷電粒子の結合が弱くなり、ガ
スから磁場が抜ける効果)も取り入れたより現実的なシミュレーションにより連星系形成条件への影響を調
べているため、その進展についても報告したい。

1 Introduction

観測により、星々の約 60%～80%が連星や多重星で
あることが知られている (Duquennoy & Mayor 1991;

Fischer & Marcy 1992)。また、連星を成す星同士
の間隔が広範囲に分布していることが知られている
(0.01AU≤ r≤ 104 AU)。これらの連星が主系列星で
も前主系列星でも観測されていることから、連星系
が星形成過程で形成されているということが示唆さ
れており、様々な初期条件に対して連星系の形成条
件を調べることが重要である。
　Tomida et al. (2013)の３次元磁気流体シミュレー
ションによると、分子雲コアから原始星が形成され
る一般的な過程は等温期、断熱期、第二収縮期、原
始星形成と段階が進むことが分かっている。どの時
期に分子雲の分裂が起こるかということが形成され
る連星の構造に大きく影響するはずである。
　星形成過程で重要なのは磁場による角運動量輸送
であるが、その効率が非常に大きいために円盤や連星
が形成されにくい、Magnetic Breaking Catastrophe

という問題が存在する。磁気張力の影響で角運動量
が大きい収縮部分から外層の分子雲へ角運動量が輸

送され、連星が生まれず単一の星しか形成されない。
この問題を解決する手段として、非理想MHD効果
を考慮した現実的で精密な研究が必要である。オー
ム散逸は非理想MHD効果の一つであり、流体と磁
場の結合が破れ、磁場が拡散されるという効果であ
る。他にも ambipolar diffusion (双極性拡散)と呼ば
れる、電離度が非常に低い領域で中性粒子と荷電粒
子の結合が弱くなり、それらの速度差が生じること
でガスから磁場が抜けるという効果も重要である。
　連星形成の形成条件はMachida et al. (2008)によ
りオーム散逸を考慮した 3次元磁気流体シミュレー
ションを用いて既に調べられている。一定の磁場下で
回転する等温な分子雲コアを初期条件とし、原始星
が形成されるまで計算が行われた。この研究につい
て紹介し、連星形成と磁場、回転の関係を説明する。

2 Model

2.1 Basic Equations

Machida et al. (2008)では 3次元磁気流体シミュ
レーションを用いて分子雲が分裂する過程が調べら
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れた。彼らは以下の磁気流体方程式を用いた。
∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0, (1)

ρ
∂v
∂t

+ρ(v ·∇)v = −∇P − 1
4π

B× (∇×B)−ρ∇φ, (2)

∂B

∂t
= ∇× (v ×B) + η∇2B, (3)

∇2φ = 4πGρ, (4)

ρ, v, P , B, η, φはそれぞれ密度、速度、圧力、磁束密
度、抵抗率、重力ポテンシャルを示している。式 (3)

の右辺第二項はオーム散逸を表す項であり、抵抗率
ηは密度と温度の関数である (Machida et al. 2007)。
彼らは Nakano et al. (2002)に基づいて抵抗率 η が
以下の密度 ρと温度 T の関数であると仮定した。

η =
740

Xe

!
T

10 K

"
1− tanh

# n

1015 cm−3

$%
cm2 s−1,

(5)

T と nはガスの温度と数密度をそれぞれ示している。
Xe はガスの電離度であり、以下が用いられた。

Xe = 5.7× 10−4
# n

cm−3

$−1
, (6)

また Masunaga & Inutsuka (2000)に基づき、ポリ
トロピックな状態方程式を置いている。

2.2 Initial Conditions

初期条件として、中心の数密度が nc,0 = 104 cm−3

である Bonnor-Ebert球を考え、初期温度は 10Kと
する。Bonnor-Ebert 球の臨界半径は Rc = 4.58 ×
104 AU とし、臨界半径より外側の数密度は n =

711 cm−3 で一定であると仮定した。
　 z 方向の周りに各速度 Ω0 の回転を分子雲に与え
る。また、z方向に対して平行に一定磁場B0を加え
る。これらの初期条件は無次元量である ωと bで特
徴付けられる。

b =
B0

2

4πρc,0c2s,0
, (7)

ω =
Ω0&

4πGρc,0
, (8)

ρc,0 = 3.82× 10−20 g cm−3, (9)

cs,0 = 190 m s−1, (10)

3 Results

図 1: 様々な初期条件 (b, ω) に対する計算結果
(Machida et al. 2008)

Machida et al. (2008)では様々な初期条件に対す
る分子雲分裂の有無について調べられた。図 1では
初期条件 ωと bを変化させた場合の、原始星が形成
された段階の分子雲の様子が示されている。
　図 1は背景色によって分類されおり、青は断熱収
縮期、赤は第二収縮期や原始星形成期にそれぞれ分
裂したことを示している。グレーは全ての計算段階
において分裂が起こらなかった場合、緑は収縮が生
じなかった場合をそれぞれ示している。磁場が大き
いと分裂しにくく、回転が大きいと分裂しやすいと
いう傾向が見られる。磁場が大きいと角運動量輸送
が促進され、他方で回転が大きいと強い遠心力によ
り分裂が促されるからである。
　また青の断熱収縮期に分裂した場合、星の間隔が
101AU ≤ r ≤ 102AUの遠距離連星が形成されてい
る。一方で赤の第二収縮期や原始星形成期に分裂し
た場合は間隔が 10−2AU ≤ r ≤ 10−1AUの近距離連
星が形成されている。
　図 2は様々な初期条件に対して、計算結果を統計
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図 2: パラメータ b, ω に対する分裂条件 (Machida

et al. 2008)

的に遠距離連星 (Wide Binary)、近距離連星 (Close

Binary)、分裂しなかった単一の星 (Single Star)に分
類した図である。図 1と同じように磁場が強いと分
裂しにくく、回転が大きいと分裂しやすいという傾
向がある。また回転が大きいと、初期の断熱収縮期
に分裂する為、遠距離連星が生まれやすくなる。

4 Conclusion

Machida et al. (2008)では、磁場と分子雲の回転
が連星形成に大きく影響していることが分かった。回
転によって連星形成に不可欠である分子雲の分裂が
促され、一方、磁場によって角運動量が輸送され、分
裂が抑制される。
　また分裂が生じる場合、磁場の割合が回転よりも
大きい時は近距離連星が形成され、逆の場合は遠距
離連星が形成される傾向がある。

5 Future Work

Machida et al. (2008)で用いられた式 (3)につい
て、ηは温度と密度の関数であり、その両方が空間的
に一定ではない (∇η ̸= 0)。したがって∇ ·B ̸= 0と

なり、間違いを含む。
　我々は Tomida et al. (2015)に基づいて、オーム
散逸に加え ambipolar diffusionも考慮した磁気流体
方程式 (11)-(13)を用いて連星系形成に関する磁気流
体シミュレーションを行っている。

∂B

∂t
= ∇×

'
v ×B − ηOJ − ηA

|B|2B × F

(
, (11)

J ≡ ∇×B, (12)

F ≡ J ×B, (13)

ρ、v、Bはそれぞれガス密度、ガス速度、磁束密度を
表す。また ηOと ηAはそれぞれオーム抵抗率と双極性
拡散率 (ambipolar diffusion rate)を表しており、こ
の２つの量は H+

3 , HCO+, He+, Mg+, C+, H+ と
ダスト粒子の化学反応から決定される物理量である。
　式 (11) の右辺第二項がオーム散逸を、第三項が
ambipolar diffusionをそれぞれ表している。オーム
散逸のみが考慮された式 (3)を用いるより、式 (11)

を用いた方がより磁場が拡散され、より角運動量輸
送が制限されることが期待される。今後は現在行っ
ている磁気流体シミュレーションの結果を解析し、連
星系形成条件について詳しく調べていく予定である。
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宇宙の進化と星形成過程の変遷
樋口　公紀 (九州大学大学院 理学府地球惑星科学専攻)

Abstract

　本研究では、宇宙初期から現在までの星形成過程に磁場が及ぼす影響を調べる。初期条件として、電離源
のない環境と天の川銀河環境を考え、金属量を 0− 1Zsun まで変化させた。低金属量星形成環境の初期磁場
は、観測結果から得ることができない。そこで、現在の星形成環境では、重力エネルギーと磁気エネルギー
の比 (Mass-to-Flux Ratio)が、1程度であるので、宇宙初期から現在までの星形成環境でもその比が 1程度
であると仮定し、ガス雲から原始星形成までの、磁場の散逸 (オーム散逸・両極性拡散)を考慮した 3次元非
理想磁気流体力学 (MHD)シミュレーションを行った。計算の結果、電離源のない環境でも、金属量が増え
れば、磁場が散逸することがわかった。また、電離源のない宇宙初期の環境で少しでも金属が増えると、天
の川銀河の環境よりも顕著に散逸が効くことがわかった。

1 Introduction

星形成環境は宇宙の進化に伴い変化し続けている。
星形成環境を変化させる一因として、ガス雲の重元
素量と電離度が挙げられる。重元素は星の進化とと
もに形成され、増加する。また、周囲の環境の変化
に伴い、ガス雲の電離度は異なる。重元素量と電離
度は、星形成過程を考える場合、冷却効率を変化さ
せるため重要である。例えば、宇宙初期のような重
元素や電離源が存在しない環境では、ガスの冷却効
率が悪く、高温になる。星への質量降着率は温度に
依存する。そのため、宇宙初期の星形成環境におけ
る質量降着率は、現在の値よりも大きく、大質量星
ができやすい環境となる。また、電離度は磁場の散
逸度合を変化させるため、磁場を考える上でも重要
となる。
星間空間に磁場が存在することは既知であり、星
形成を考える場合に磁場の影響を無視することはで
きない。磁場は、星形成過程や宇宙の構造形成に伴
い生成・増幅されるので、宇宙初期の磁場は、現在
の磁場より弱いと考えられている。しかし、宇宙初
期の磁場は観測できないため、その強度は未だ不明
である。磁場の初期条件がわからないため、宇宙初
期から現在に至るまでの時代における、3次元非理
想MHDシミュレーションは、これまで行われてい
ない。

2 Methods

収縮する分子雲コアにおける化学進化計算 (熱進化
と磁場の散逸度合の計算)は、非常に計算コストと時
間がかかる。効率化を図るため、化学進化の計算結
果を用いて、宇宙初期から現在までの様々な時代・環
境を仮定 (2.2を参照)し、その環境下における星形
成過程の 3次元非理想MHDシミュレーションを行
う。2.1に基礎方程式を示す。

2.1 Basic Equations

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (1)

ρ
∂v

∂t
+ ρ(v · ∇)v = −∇P − 1

4π
B × J− ρ∇ϕ (2)

∂B

∂t
= ∇×

[
v ×B+

ηAD

|B|2
F×B− ηODJ

]
(3)

∇2ϕ = 4πGρ (4)

P = P (ρ) (5)

ここで、ρ, v, P, B, ηAD, ηOD, ϕは密度、速度、
圧力、磁束密度、両極性拡散の拡散係数, 抵抗率、重
力ポテンシャルである。J ≡ ∇×B、F ≡ J×Bと
定義する。
初期条件として、化学進化計算結果を用いて、

Bonnor-Ebert密度プロファイルを持つガス球を用意



21

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

した。初期の磁場強度として、Mass-to-Flux Ratio

が 2に対応する値を与えた。初期値を表にまとめた
ものを示す。

表 1: モデルごとの初期設定。(左から初期の磁場強
度、ガス球の質量、温度、半径、Mass-to-Flux Ratio

を示している。)
Model B0(µG) M(M⊙) T (K) r(AU) M/Φ

η = 0, Z = 0 63.1 5.39× 103 198 4.91× 105 2

η = 0, Z = 10−7 63.1 5.39× 103 198 4.91× 105 2

η = 0, Z = 10−6 63.1 5.37× 103 198 4.91× 105 2

η = 0, Z = 10−5 63.1 5.24× 103 194 4.87× 105 2

η = 0, Z = 10−4 39.8 4.38× 103 172 4.59× 105 2

η = 0, Z = 10−3 39.8 1.99× 103 103 3.52× 105 2

η = 0, Z = 10−2 15.8 1.14× 102 16.4 1.33× 105 2

η = 0, Z = 10−1 15.8 6.31× 101 18.1 9.67× 104 2

η = 0, Z = 1 10.0 7.59 5.65 4.49× 104 2

η = 1, Z = 0 15.8 2.39× 102 24.9 1.74× 105 2

η = 1, Z = 10−7 15.8 2.39× 102 24.9 1.74× 105 2

η = 1, Z = 10−6 15.8 2.39× 102 24.9 1.74× 105 2

η = 1, Z = 10−5 15.8 2.41× 102 25.1 1.74× 105 2

η = 1, Z = 10−4 15.8 2.55× 102 26.0 1.77× 105 2

η = 1, Z = 10−3 15.8 2.71× 102 27.3 1.81× 105 2

η = 1, Z = 10−2 15.8 2.19× 102 25.0 1.66× 105 2

η = 1, Z = 10−1 15.8 7.92× 101 20.1 1.06× 105 2

η = 1, Z = 1 10.0 9.01 6.34 4.75× 104 2

2.2 Star Forming Environment

化学進化の計算結果である金属量とイオン化率 (宇
宙線強度と放射性元素崩壊で生じる γ線強度)をパラ
メータとして組み合わせ、様々な時代の星形成環境を
設定する。金属量は星の進化と関連するため、宇宙の
様々な時代に対応させ、その値を 9つ (0, 10−7, ..., 1)

に分類する。イオン化率は電離源の有無、つまり、周
囲の環境に対応しており、Susa et al. (2015)のモデ
ルを用いる。宇宙線 (CR)や放射性元素 (REs)の放
射性元素崩壊で発生するガンマ線によるイオン化は
分子雲のイオン化度を変化させる。放射性元素 (long-

lived REs, short-lived REs)の崩壊と宇宙線 (CR)に
よるイオン化率 ζ を以下のように仮定する。

ζ = ζCR + ζRE,short + ζRE,long (6)

右辺第 1,2項はイオン化パラメータ η に比例し、第
3項は金属量に比例する。η = 0, 1の場合を考え、モ
デル 1, 2[モデル 1:電離源のない環境 (特に金属量も

ない場合は始原的な環境に対応する)、モデル 2：天
の川銀河環境]とする。

3 Results & Discussion

計算結果を図 1 − 4に示す。図 1、2に初期状態か
らの磁場の増幅率を示した。まず金属量の違いに着
目する。金属量が増加すると散逸が効果的になり、磁
場の増幅率が抑えられていることが見てとれる。こ
れは金属量が増えると、それに応じてダスト量が増
えるので、ガス雲の電離度が下がったことによるも
のと考えることができる。ダストは電荷を吸着する
ため、ダスト量が多くなると、中性ガスと磁場の結
合度合が下がる。したがって、図 1、2のZ/Zsun = 0

の場合は、ダストが存在しておらず、荷電粒子と中性
ガスの相互作用により磁場とガスが強く結合してい
る。そのため、散逸の効果を入れても、磁場は散逸し
なかった。次に、環境 (η)の違いに注目する。図 2の
η = 1の Z/Zsun = 10−7 時は、散逸の効果が効いて
いないのに対し、図 1の η = 0の同一の金属量の時
は散逸が効いている。このことから、現在の天の川
銀河環境の時よりも、電離源のない初期宇宙の時の
ほうが、低金属量の場合に散逸の効果が顕著である
ことがわかる。これは電離源の有無による荷電粒子
の存在量に依存していると考えられる。η = 1の環境
では η = 0の環境よりも、数密度 nH = 1010 − 1015

において、荷電粒子の中でも電子の存在量に違いが
出る。この存在量の違いによって磁場の散逸度合に
差が生じていると考えられる。
η = 0, 1 のときそれぞれの、ガス雲中心付近の

Mass-to-Flux Ratioの変化を図 3、4に示した。Mass-

to-Flux Ratioが 2から計算を始めたが、散逸を入れ
た結果、高密度になるにつれて、散逸が効き、磁場
が力学的に重要でなくなっていることがわかった。

4 Conclusion

宇宙初期から現在までの様々な時代・環境を仮定
(2.2を参照)し、その環境下における星形成過程の 3

次元非理想MHDシミュレーションを行い、宇宙初
期から現在までの星形成過程に磁場が及ぼす影響を
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図 1: η = 0(電離源のない環境)での磁場強度の増幅
率の比較図。縦軸は中心の z軸方向の磁場強度を初
期の磁場強度で割った値、横軸は中心の数密度を表
している。黒の実線が理想MHDの計算結果、赤の
破線が散逸過程の入った非理想MHDの時の計算結
果。左上が金属量 Z/Zsun = 0の時、右上が金属量
Z/Zsun = 10−7 の時、左下が金属量 Z/Zsun = 10−4

の時、右下が金属量 Z/Zsun = 1の時を表している。

図 2: η = 1(天の川銀河環境)での磁場強度の増幅率
の比較図。図 1と同様。

検証した。Mass-to-Flux Ratioが 2に対応する磁場
強度を初期磁場と仮定して、計算を行った結果、金
属量が多くなればなるほど、η = 0, 1のどちらの環
境でも、散逸が効き、増幅率が小さくなった。また、
金属量に着目すると、η = 0のほうが、η = 1より
も、低金属量環境下において散逸度合が多くなるこ
とがわかった。
さらに、ガス雲中心付近のMass-to-Flux Ratioの

図 3: η = 0(電離源のない環境)でのガス雲中心付近
のMass-to-Flux Ratioの比較図。縦軸は中心付近の
Mass-to-Flux Ratioの値、横軸は中心の数密度を表
している。黒の実線が理想MHDの計算結果、赤の
破線が散逸過程の入った非理想MHDの時の計算結
果。左上が金属量 Z/Zsun = 0の時、右上が金属量
Z/Zsun = 10−7 の時、左下が金属量 Z/Zsun = 10−4

の時、右下が金属量 Z/Zsun = 1の時を表している。

図 4: η = 1(天の川銀河環境)でのガス雲中心付近の
Mass-to-Flux Ratioの比較図。図 3と同様。

変化を見ると、金属が少しでも存在すると、星形成
過程で、散逸が効き、磁場強度が小さくなるため、磁
場の力学進化への影響は小さくなることがわかった。

5 Future work

今回の計算は磁場強度が、ガス雲の収縮のジオメ
トリー (熱進化依存)や収縮途中に形成される準静水
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圧平衡球 (first core)でのショック、first coreの維持
される時間での磁場増幅や、今回計算に組み込んだ
散逸過程 (オーム散逸、両極性拡散)などが複雑に入
り組んだ結果となった。そのため、解釈が難しくなっ
てしまっているので、今後はそれら 1つずつの効果
を確認できるように、各々の効果について詳しく計
算していく。
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高降着率をもつ星形成分子雲での磁場を考慮した大質量アウトフロー

松下 祐子 (九州大学大学院 理学府)

Abstract

　原始星からの双極分子流 (以下、アウトフロー)は、星形成過程において普遍的に出現すると考えられてい

るため、星形成過程を理解する上で重要な指標となる。大質量星の形成過程は、未だ明らかではないが、近

年の観測結果から低質量星のスケールアップ版ではないかと示唆されている。

　本研究では、3次元非理想磁気流体力学シミュレーションを用いて、分子雲コアから原始星が誕生するま

でを計算した。初期の分子雲コアの不安定性 (重力エネルギーに対する熱エネルギーの比)をパラメータとす

ることで、低質量星から大質量星までの広い質量範囲をカバーしている。本研究の結果では、観測結果と同

様に原始星質量 (光度)とアウトフローの物理量に強い相関があることが示された。したがって、低質量星か

ら大質量星まで同じ形成メカニズムであることが示唆される。今回のシミュレーションは、磁場と降着率だ

けに着目していたが、観測結果とよく一致した。以上より、大質量星形成においても、磁場と円盤へのガス

降着の過程が星形成を支配していると考えられる。また、低質量星と同様に大質量星においても、アウトフ

ローにより主に角運動量が輸送されていることが分かった。この結果から、大質量星における角運動量輸送

と円盤分裂についても議論する。

1 Introduction

　星は宇宙を構成する要素のうちで最も重要なも

のであり、星形成過程を理解することは宇宙を理解

する上で必要不可欠である。特に、8M⊙以上の質量

を持つ大質量星は、輻射によるフィードバックや星

風、超新星爆発など、周囲に与える影響が大きく、宇

宙の進化に深く関わっていると考えられる。したがっ

て、大質量星を研究することは重要であるが、近傍

に観測対象が少ないために、低質量星と比較して大

質量星形成の研究は発展してこなかった。

　従来、大質量星の形成過程は、輻射の影響が重

要であるため低質量星の形成過程とは異なるのでは

ないかと考えられてきた。しかしながら、近年の観測

結果から、低質量星からは低質量なアウトフローが

大質量星からは、大質量なアウトフローが駆動され

ている傾向があることが分かっている (図 1, Beuther

et al. 2002; Wu et al. 2005)。そのため、大質量星

の形成過程は、低質量星のスケールアップ版ではな

いかと考えられるようになってきている。原始星か

らのアウトフローは、磁場の効果と分子雲コアの回

転により降着物質を角運動量とともに外側に輸送す

るものとして、星形成過程において重要な役割を果

図 1: アウトフローの質量とコア質量の関係 (Wu et

al. 2005)

たす。したがって、アウトフローは星形成過程を理

解する上で重要な指標となりうる。

　星形成過程において、分子雲コアの角運動量が原

始星の角運動量よりも 5桁以上も大きいという、角

運動量問題が存在する。低質量星においては、初期

に分子雲コアが持つ 99.9%の角運動量がジェットと
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アウトフローにより輸送される (Tomisaka 2000)。こ

の問題は、大質量星の形成過程においても重大であ

る。大質量星の形成過程は、低質量星の形成過程の

スケールアップ版と考えると、大質量星の場合も、低

質量星の場合と同様にアウトフローや磁場の効果に

より角運動量が輸送されていると予測できる。また、

大質量星の形成過程においては、低質量星の場合に

は考えられてこなかった問題も存在している。円盤

が形成される際に、質量降着率が高いために円盤が

重くなり、その結果、重力的に不安定となり、円盤

が分裂してしまう。円盤分裂が起こることで、数多

くの分裂片が誕生するために単一の大質量星が形成

されないという問題である。

2 Methods

表 1: モデルごとのパラメータ

Model f Cη Mcl Rcl B0 Ω0 α0 β0 γ0 µ

[M⊙] [pc] [µG] [10−14/s]

A 1.4 32 23 0.25

B 3.4 77 56 0.10

C 8.4 1 192 0.28 140 5.2 0.04 0.02 0.1 2

D 17 385 280 0.02

E 34 771 560 0.01

F 67 1542 1120 0.005

　本研究では、3次元磁気流体力学 (MHD)シミュ

レーションを用いて、分子雲コアから原始星が誕生

するまでを計算した。その際に、Nested grid 法と

いう中心ほど解像度を上げる手法を用いている。ま

た、sink particle法を使用しており、中心の数密度が

n = 1013cm−3に達したところで星が形成されたと仮

定している。この計算における sinkの半径は、1AU

とした。以上の方法は、低質量星の形成過程で行われ

た手法を大質量星に拡張させたものである (Machida

& Hosokawa 2013)。以下に使用したMHD方程式を

示す。

∂ρ

∂t
+∇ · (ρv) = 0 (1)

ρ
∂v

∂t
+ρ(v·∇)v = −∇P− 1

4π
B×(∇×B)−ρ∇ϕ (2)

∂B

∂t
= ∇× (v ×B) + η∇2B (3)

∇2ϕ = 4πGρ (4)

ここでは、エネルギー方程式と輻射輸送を考える

代わりに、バロトロピックな状態方程式を仮定して

計算を行っている。

　初期状態として、Bonnor-Ebert密度プロファイル

を持つ分子雲コアを用意した。大質量星形成領域を

考えて、中心密度:3.8 × 10−19gcm−3、温度:40K と

した。初期の分子雲コアの不安定性 (重力エネルギー

に対する熱エネルギーの比)をパラメータとすること

で、低質量星から大質量星までの広い質量範囲をカ

バーしている。ただし、本研究では、原始星からの

フィードバックは無視しているため、フィードバッ

クの影響が重要ではないと考えられている ∼ 10M⊙

　 (Krumholz et al. 2007, 2009)までの計算となっ

ている。また、光度の計算については、星進化コー

ドを用いて、質量降着率と原始星質量から星の進化

を計算して求めた (Machida & Hosokawa 2013)。

3 Results & Discussion

図 2: アウトフローの質量

　大質量星からは、20M⊙ 以上もの大質量なアウ

トフローが駆動することが分かった (図 2)。また、運

動量や運動エネルギーなどのアウトフローの物理量

は観測結果とよく一致した (図 3)。本研究では、星

からの輻射の影響を考慮していないにもかかわらず、

観測結果と良い相関が得られたことから、大質量星

の形成過程においても磁場と円盤へのガス降着の過

程が星の形成を支配していると考えられる。観測結
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図 3: シミュレーション結果と観測結果の比較

図 4: 質量放出率と質量降着率 (∼ 900AU スケール

での)

果と同様に、この研究から得られた原始星質量 (光

度)とアウトフローの物理量に強い相関があることか

ら、低質量星から大質量星まで、質量によらず同じ

形成メカニズムであることが示唆される。

　次に、質量放出率と質量降着率の比から (図 4)、

最終的に誕生する星の質量によらず、ある一定の割

合 (10-50%) でアウトフローが星形成コアから質量

を放出することが分かった。この結果は、Tomisaka

(1998). の低質量星形成の結果とも一致しており、降

着するガスのうち 50%程度は、アウトフローによっ

て星間空間に放出される。

　最後に、角運動量についてであるが、大質量星

の形成領域においてもアウトフローによって角運動

図 5: 角運動量、比角運動量

量が輸送されていることが分かった。図 5では、ア

ウトフローが持つ角運動量、比角運動量とアウトフ

ロー以外 (主に円盤と考えている)が持つ角運動量、

比角運動量の比をとったものを示してある。この結

果から、円盤よりもアウトフローの方が角運動量輸

送に効果的であることが示唆される。円盤スケール

で見た際に、分裂が起こり、単一の大質量星ができな

いかもしれないという問題があるが、アウトフロー

により角運動量が効果的に輸送された場合、物質が

中心に降着でき、円盤が大きくなりすぎず分裂を抑

制できるはずである。また、モデル F(より大降着率

をもつもの)ほど、アウトフローと円盤の角運動量の

比の差が小さくなっているが、その原因としては、今

回連星系が誕生しており、連星による角運動量輸送

が起こっている可能性が考えられる。

4 Conclusion

　大質量星からは 20M⊙以上もの大質量なアウト

フローが駆動することが分かった。また、質量放出率

と質量降着率の比から、ある一定の割合 (10-50%)で

アウトフローは放出されていることが分かった。ア

ウトフローの物理量が観測とよく一致している結果

から、低質量星から大質量星まで同じ形成メカニズ

ムが示唆された。大質量星においても、アウトフロー

による角運動量輸送が効果的である結果が出ている。

本研究では、質量降着率と磁場のみを考慮したシミュ

レーションであるが、観測とよく一致した結果が出

ていることから、大質量星形成過程においても磁場

が支配的であることがいえる。
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AKARIを用いたYSOの氷吸収の観測・解析
木村 智幸 (東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻 天文学教室 修士 1年)

Abstract

今研究では、銀河系内に見つかった 2つの young stellar object(YSO)候補天体についての近赤外から中間
赤外の波長域 (2.5-13 µm)で得られたスペクトルについて解析を行う。この YSO候補天体は赤外線天文衛
星 AKARIに搭載された近・中間赤外線カメラ IRCのスリットレス分光モードで銀河面を無バイアスに観
測していた際に偶然発見されたものである。両天体のスペクトルには、星周円盤やエンベロープに存在する
固体の H2O、CO2、CO、XCN、silicatesによる吸収や、気体の COの可能性がある吸収のバンドが見られ
る。推定される XCNの柱密度が非常に大きいことからも、両天体は Class Iのダストに深く埋もれた YSO

であることが示唆される。しかし、両天体は既知の星形成領域に属してはいない。典型的な YSOの輻射の
ピーク波長に比べて両天体のピーク波長が ∼ 4µmと非常に短い所にあり、遠赤外での輻射が弱く観測でき
ていないという事実は既存の YSOの SEDモデルからは説明できない。一方で XCNの featureの存在や、
天体の見られる領域に星雲が見られないことは、観測天体が background starではないだろうとも推測でき
る。本講演では、得られた結果を元に観測天体の物理的特徴を議論する。

1 Introduction

YSO(Young stellar objects)は、中心の原始星や
前主系列星と、それを囲むようなかたちで存在する
ダストとガスから成る envelope, accretion disk や
outfow jetなどの構造を総称して表したものである。
周囲の氷、ダスト、ガスの輻射は赤外線領域に SED

(spectral energy distribution)のピークをもつ。H2O

iceをはじめとする種々の分子の固体は、振動モード
の吸収バンドを赤外線領域にもつ。この波長域の分
光観測は、星周物質の組成、ダストの温度の推定を可
能にする。YSOがどのような熱放射をし、星周物質
の化学進化を遂げてきたかの重要な手がかりになる。
YSO周辺の氷を調べることは、その後に続く惑星形
成を考えるときにも、その化学環境についての手が
かりとなるため、非常に重要である。現在までに銀
河系内、系外に多くの YSO candidatesが発見され
ているが、赤外領域で分光観測が行われた例はそれ
ほど多くない。系内の、大質量の中心星 (∼ 104L⊙)

をもつ YSOであるMassive YSO(MYSO)に関して
はこれまで 20 個ほどしか詳細な分光観測がされて
おらず、、その多くは ISOによる低分散分光による
観測 (e.g., Gibb et al. 2004)と R ∼ 104 程度の高分
散分光観測装置での K-bandの観測 (e.g., Bik et al.

2005)である。MYSOは中心星の温度の高さ、輻射
場の強さから分子の形成に関わる熱プロセスが低質
量YSOとは大きく異なり、化学組成も特徴的なもの
になる。今研究では 2つの Class I MYSOの候補天
体を AKARIによって分光観測し星周物質の特徴に
ついて調べた。

2 Observations

YSO 候補天体の観測は、赤外線天文観測衛星
AKARI に搭載された IRC(InfraRed Camera, On-

aka et al. (2007); Ohyama et al. (2007)) によって
フェーズ 2の期間である 2007年 2月に行われた。視
野が 8′ × 10′ のスリットレス分光モードをもちいた
銀河面のサーベイ観測によってYSOのスペクトルの
特徴を示す 2天体が偶然に発見された。
NG(2.5-5.0µm, 0.00965µm/pix, R∼100),

SG1(4.6-9.2µm, 0.057µm/pix, R∼50), SG2(7.2-

13.4µm, 0.097µm/pix, R∼20)の 3種類のグリズム
での分光イメージが取得でき、合わせて 2.5–13.4µm

のスペクトルを得た。同時に、Spitzer, ISO, WISE,

2MASS, AKARI の点源カタログから同天体の
2–24µmの範囲で測光結果も得られている。
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Name RA(J2000) Dec(J2000) l(J2000) b(J2000) Distance [kpc] Luminosity [L⊙] Teff [K]

Target1 14:03:13.3 -61:12:40.0 311.58131 +0.43250 ≤2 ∼ 104 ∼ 25000

Target2 14:04:20.1 -61:15:49.7 311.57995 +0.378032 5∼ 10 ∼ 5× 103 ∼ 25000

表 1: 観測した 2天体の座標と諸物理量の推定量。光度、距離、有効温度は測光の等級をパラメータにしてYSO SED fitter(Robitaille
et al. 2007) を使用し、適切と思われる推定値の典型的な値を示した。

2–24µm の等級をパラメータとして Online SED

fitting tool(Robitaille et al. 2007)を用いてこのYSO

候補天体の性質の推定を行ったところ、Target1,2と
もにMYSOの典型的な光度、有効温度をもち、距離
はそれぞれ ≤ 2kpc,5 ∼ 10kpcと推定された。

3 Results and Discussion

3.1 observed features

スペクトルの切り出しはAKARI Toolkit(Ohyama

et al. 2007)を用いた。図 1に Targetの SEDと、コ
ンティニュームを表す。多項式のコンティニュームは
吸収を受けていない領域を元にフィッティングを行っ
たが、Target1の長波長側は > 6µmでフィットに使
える領域が無いため、カタログ等級に矛盾しないよう
に、900K Modified blackbody (Bλ×λ−0.15)を引い
た (c.f. Keane et al. (2001))。SEDをコンティニュー
ムで規格化してOptical depth τ を計算し、λ− τ の
関係にしたものを図 2図 3に示す。
観測した両天体は多くの iceなどの吸収のプロファ
イルが見られた。Target1は< 4µmの吸収もスペク
トル抽出ができた。3.05µm付近の広くて深い吸収は
H2O iceのOH振動モードである。吸収ピーク位置か
ら、典型的な星間物質である amorphous H2O iceの
他に、熱により結晶構造が変化した crystalline H2O

iceの存在も考えられる。> 3.2µmには red wingが
見られ、3.53µm付近にはCH3OHのCH振動モード
と考えられている吸収がわずかに見られる。
4–5µmに関しては両天体についてスペクトルが得
られた。4.26µmの CO2 振動モード、4.6µm付近の
XCNの CN振動モード (OCN−が主成分)、4.67µm

のCO iceの振動モード、が主なキャリアで、H2Oの
combinationモードの吸収も 4.5µmを中心に幅広く
広がっている。CO gasの吸収ピークは P分枝と R

分枝で 2山に分かれるが、その存在も示唆される。こ
れに加えて、両天体で 4.4µmを中心にした広い吸収
あるが、これが見られるYSOは少なく、キャリアは
わかっていない。(e.g., Shimonishi et al. (2010),)

> 5µm のスペクトルは Target1 で得られた。6–

8µmには連続的に吸収があり、これは中心星からの
UV放射で形成された種々の有機分子がキャリアだと
考えられている。(e.g., Boogert et al. (2008)Schutte

et al. (1999))そのため、MYSOに多く見られる吸収
である。9.7µm付近の吸収は Silicateである。

3.2 Calculation of column densities

吸収の Featureに寄与している iceの柱密度N は、
以下の式 (1)から求める。Aは各 iceの band strength

であり、これは過去の実験室での測定で求められた
データを用いる (Gerakines et al. 1995)。

N =

∫
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図 1: 紫:観測した 2 天体の AKARI による分光観測結果、
黒:Spitzer, ISO, WISE, 2MASS, AKARIの点源カタログに記載
された天体の等級。実線:コンティニューム。(a):Target1の SED。
コンティニュームは短波長側 (2.5–5µm)と長波長側 (> 5µm)で
二種類引いた。短波長側は 2 次式、長波長側は 900K Modified
blackbodyである。(b):Target2の SED。コンタミネーションの
ため今回は 3.5–5.7µm の部分に 2 次式でのコンティニュームを
引いた。
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図 2: Target1の Opticcal depthと波長の関係。(a) : 2.5− 4µm。H2O iceは、135K crystalline pure H2Oと、15K
amorphous pure H2Oという 2成分の実験室データを用いたフィット。(b) : 4.1− 4.9µm。CO2, XCN, CO ice,200K
CO gasの成分フィットを行った。CO gasの吸収の波長依存性は計算で求め、他の吸収はガウシアンフィット。これに
加えて、H2O iceの combination modeの吸収も 4.5µmをピークに広く存在する。さらに、4.4µm付近をピークにし
た不明な吸収がありガウシアンフィットした。(c) : 5− 12.5µm。6-8µmに種々の有機物と考えられる吸収と、9.7µm
を中心に深い silicateの吸収が見られる。H2Oの bending modeが寄与した吸収と、実験室で得られた HCOOH ice
の吸収のプロファイルをフィットして示している。
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図 3: Target2の Opticcal depthと波長の関係。紫:エラーバー
付き観測値のプロット、太い黒:フィットした各成分の合計。緑:CO2,
細い黒:XCN, :CO ice, 赤:150K CO gas である。CO gas の吸
収プロファイルは計算で求め、他の成分はガウシアンである。

観測された吸収の featureに、実験室で測定した ice

の吸収のプロファイルもしくはガウシアンを最小カ
イ二乗フィッティングさせた。実験室で測定した ice

データを用いたのは H2Oiceである。測定データを
AKARIのPSFで convolutionを行い、粒子の形状分
布による吸収形の変化も考慮に入れた。(Continuous

Distribution of Ellipsoids(CDE); Fraser & van 　
Dishoeck et al. (2004))他の iceはガウシアンでフィッ
トさせた。
表 2に、計算した中でも主要な分子について柱密
度を示した。Target1,2ともに、XCNの柱密度が典
型値よりも非常に多いことが分かった。この分子は
crystalline H2O と Organics と共に温度が高く、強
い輻射場の元で形成される分子種のため、両天体は

MYSOである可能性を示唆するスペクトルを示して
いると推測できる。

3.3 Nature of the targets

非常に深い Silicateの吸収があり、Target1の中心
星は Av∼50–100程度に深くダストに埋もれている
Class I のMYSO候補であることが示唆される。そ
して両天体で SEDのピークが ∼ 4µmという、既知
のMYSOの中でも最も短波長側にあることは、これ
らが極めて Massiveな YSOである可能性を示して
いる
図4はYSO、YSO候補天体の colorがプロットされ

た color-color diagramである。(Whitney et al. 2008)

ここに今回の観測対象をプロットすると、24µmが暗
いことが原因で非常に青い位置にある。またHerschel

衛星による 70,160,250,360,500µmの観測でも両天体
は写っていないため、YSOに特有の、中心星の輻射
を吸収したダストの遠赤外での再輻射が観測できて
いないことになる。この原因については説明できて
いない。MYSOだとすると、既知の星形成領域に属
していないということも珍しい。
そこで、前景にある分子雲が背景の星の輻射を吸

収し、YSOに似た吸収を示す background starを観
測していたという可能性も考えられるが、 1.電波で
の観測データからも、分子雲の存在が確認できない。
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H20
12CO2 CO ice CO gas XCN

Absorption peak [µm] ∼3 4.26 4.67 multiple ∼4.6

A [molecules cm−1] 20 7.6 1.1 - 5

Colum density 1017[cm−2]

Target 1 54.5±1.3 6.5±0.2 (12%) 13.5± 1.3 (24%) 11.7± 2.4 (21%) 1.8± 0.3 (3.2%)

Target 2 - 5.9 ±0.2 18 ±1 14 ±9 2.1 ±0.2

表 2: フィッティングで求められた主要な吸収を示す分子の柱密度。target1 は H2O ice の柱密度に対する割合も表示している。

2.高温、強い UV輻射の環境下でのプロセスによっ
て作られる分子が多く観測されたため中心星と吸収
のキャリアは近くにあると考えられる。の理由から、
積極的に支持できる可能性ではない。

図 4: 観測天体の color-color diagram 上での位置を示したも
の (Target1:黒 Target2:赤)。Whitney et al. (2008) の示した
YSO、YSO 候補天体の色分布に重ね合わされている。

4 Conclusion

我々は今回、AKARI衛星によって既知の星形成領
域に属さない孤立した２つの Class Iの YSO候補天
体を発見し、近・中間赤外の分光データを得た。そ
の天体について以下のことが結論付けられた。

1. H2O、CO2、CO、XCN、silicateによる吸収や、
気体の COの可能性がある吸収のバンド、深い
silicateの吸収が見られる。熱,UV放射のプロセ
スで形成される分子種が見られることから、両天
体は background starではなく、Class Iのダス
トに深く埋もれた中心星の温度の高いMassive

YSOであることが示唆される。

2. 電波での観測データから前景を遮る分子雲の存
在は発見できないため background starの可能

性は少ない。しかし、Massive YSOとしては星
形成領域に属していないことも不自然である。

3. 両天体は SEDの peakが 4-5µmと非常に短波長
にあり,遠赤外線での放射超過が確認できない。
color-color diagram上でも典型的 YSOより非
常に青い方に外れている。これは既存のYSOの
SEDモデルからは説明できない。

4. 4.4µm付近のの吸収のキャリアは不明である。

今後は、Gemini/Phoenix用いて 4.6µm付近の CO
の吸収や輝線を高分散観測し、観測領域の温度をは
じめとする観測天体の物理的性質を詳しく解明して
いく予定である。
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疎性モデリングによる原始惑星系円盤の超解像イメージング
山口 正行 (東京大学大学院 理学系研究科)

Abstract

本研究では、ALMA望遠鏡の長基線キャンペーンで得られた HL Tauの観測データに対して、疎性モデリ
ングと呼ばれる新たな超解像イメージング法を適用し、天体画像の復元を試みた。電波干渉計データからの
画像復元は、観測量不足のために不良設定問題となり、有限のサイズを持った合成ビームやそのサイドロー
ブの影響を強く受けてしまう。よって、回折限界よりも小さな天体構造の復元が困難であった。そこで我々
は疎性モデリングという新しいイメージング法を使用することで、この不良設定問題を解き、超解像画像の
復元を目指した。ALMA望遠鏡の 1.3mm連続波で観測した HL Tauの観測ビジビリティを 200秒積分し、
さらに計算処理の軽減化として griddingを行い、疎性モデリングを適用した結果、HL Tauの復元に成功し
た。これは、疎性モデリングを ALMA望遠鏡の観測データに適用した初めての研究である。

1 Introduction

原始惑星系円盤は、ガス雲が自己重力で集積して
原始星が誕生するのと同時に形成される星周円盤の
ことである。この円盤状天体は原始星の周りを円盤
状に周回しているが、乱流により角運動量を少しづ
つ失い、最終的には中心星に輸送される。その前に円
盤に含まれているダスト成分の集積によって、キロ
メートルサイズの微惑星が形成される。その微惑星
は中心星の周回しながら、衝突・合体を繰り返して、
岩石惑星やガス惑星のコアが形成されていく。その
時の大きさや中心星からの距離などによって、様々な
惑星系が誕生していく。この惑星形成のシナリオを
段階的に解明する上で原始惑星系円盤の観測及び解
析は重要である。そんな中、大型ミリ波サブミリ波
望遠鏡 ALMA による高空間分解能・高感度観測は、
円盤内の惑星形成領域の物理・化学構造を解明する
大きな成果を挙げている。特にALMAの長基線キャ
ンペーン観測で得られた HL Tau 円盤では、惑星形
成領域まで分解したギャップ構造を高解像度で直接撮
像することに成功した (ALMA Partnership, 2015)。
このギャップ構造の観測から形成・進化途中の惑星の
情報を得ることができるため、系外惑星の多様性の
起源に迫ることができる重要なパラメータとなる。
　そこで我々は、このギャップ構造をさらに鮮明に
捉え、物理構造の解明を推進すべく、疎性モデリン
グという新たなイメージング法を使って、ALMAの

1.3mm連続波観測によるHL Tau円盤の微細構造の
復元を試みた。本研究発表では、疎性モデリングに
よる HL Tau 円盤の復元画像を提示する。

2 Observation

ALMA望遠鏡の初期科学観測運用の一環として、
高空間分解能観測の実効性を試験するために長基線の
キャンペーン観測が 2014年下旬に行われた (ALMA

Partnership, 2015)。この観測によって、HL Tau領
域を空間分解能 0.025秒角 (3.5AU)となる高解像度
のダスト連続波画像を撮像した (図 1)。この円盤構造
は、多重のリング構造を形成しており、明暗それぞ
れ 7個のリング構造が確認できている。このギャップ
構造は、惑星形成過程によるものだと推測している。

3 Principle

3.1 干渉計による天体画像のイメージング
電波干渉計は複数のアンテナにより構成され、各

アンテナが天体からの信号を受信する際に生じるア
ンテナ間の信号の幾何学的遅延を計測し、天球面上で
の天体の詳細な位置や年周視差の測定等を可能とす
る。電波干渉計の観測量であるビジビリティν(u, v)



36

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

図 1: ALMA 望遠鏡で撮像された HL Tau 円盤の
1.3mm連続波画像 (ALMA Partnership 2015)。

は、天体の輝度分布 I(l,m)の 2次元フーリエ変換の
関係にある。

ν(u, v) =
!

l

!

m
I(l,m)e2πi(ul+vm)dl dm (1)

観測より得られたビジビリティから天体画像を復元
するには、式 (1)を解いていく。しかし、実際に得ら
れるビジビリィは離散的なので式 (1)を行列式に変
換する必要がある。

Vobs = AIobs (2)

ここで、Vobsは、M次元の観測ビジビリティベクト
ルで Iobs は N 次元の天体画像の各ピクセル毎の輝
度分布を表すベクトルである。Aは既知のフーリエ
行列である。ただし、実際に得られるビジビリティ
の uv分布では、ビジビリティ点数よりも天体画像の
ピクセル数の方が多くなるため (M < N)、式 (2)の
観測方程式は不良設定問題 (ill-posed problem)とな
る。通常は、Vobs に対して観測されていないデータ
点に 0を代入すること (0-padding)で、不良設定問
題を回避してきたが、このイメージング法では、復
元画像は有限のサイズを持った合成ビームやそのサ
イドローブの影響を強く受けてしまい、干渉計の回
折限界より小さな構造の復元が困難であった。

3.2 疎性モデリングによるイメージング法
干渉計により得られた観測ビジビリティから天体
画像を復元する際、観測方程式が不良設定問題にな

る欠点があった。疎性モデリングはその不良設定問
題に対して、“得られる解が疎である”という仮定の
下で解を推定する技法の一つである。具体的には次
のような最小化を行う。

I = argmin(∥V −AI∥22 + ΛLS∥I∥1) (3)

右辺の第一項は、最小二乗法によるモデルフィッティ
ングの役割を担っている。右辺の第二項は、制約項で
正則化パラメータΛLSによって復元画像の疎性を調
整している。電波干渉計では、得られる天体画像の
実効点数がビジビリティ点数より少ない (疎) という
仮定が成立するため、疎性モデリングによるイメー
ジングを可能とする。　これまでの先行研究として、
Honma et al. (2014)は、Event Horizon Telescope

(EHT) でのブラックホールシャドウの撮像を目指し
て、疎性モデリングを使った電波干渉計のイメージ
ング技法を開発した。このモデリングを使って、M87

のシミュレーションデータからブラックホールシャド
ウのイメージングを行った。この時のM87の初期モ
デルとしてブラックホールシャドウの視直径が 20µas

のモデルを使用している。擬似観測シミュレーショ
ンの結果 (図 2)では、従来は EHTの合成ビームに
より消えてしまうM87のブラックホールシャドウの
構造を復元することができ、この新しいイメージン
グ法の有用性を証明している。

図 2: ブラックホールシャドウを想定した擬似観測
シミュレーションによる画像構成の結果。左：想定
したリング状のモデル。中央: 通常のイメージング
法による画像。右: 疎性モデリングによる復元画像
(Honma et al. 2014)。

さらに、Kuramochi (2016) では、画像の実効空間分
解能を調整するために Total Variation (TV) を制約
項として式 (3)から新たに追加した。つまり、次のよ
うな式となる。
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I = argmin(∥V −AI∥22 + ΛLS∥I∥1

+ ΛTV Σ
"
|Ii+1,j − Ii,j |2 + |Ii,j+1 − Ii,j |2)

(4)

式 (3)に新たに加えた第三項は、隣り合ったピクセル
の差をゼロにする制約項で画像の滑らかさを調整す
る。図 3は、式 (4)を適用した疎性モデリングを使っ
て、Sgr A*のシミュレーションデータからブラック
ホールシャドウのイメージングをした結果である。
ΛTV の値によって、正則化パラメータに対する復元
画像の依存性が確認できる。

図 3: 疎性モデリングによる Sgr A*ブラックホール
シャドウを想定した擬似観測シミュレーション。縦
軸はΛLS で、横軸はΛTV である。右側はモデル画
像である。(Kuramochi 2016)。

4 Imaging

本研究では、式 (4)を適用した疎性モデリングから
ALMA観測によるHL Tau円盤の微細構造の復元を
試みた。ALMA観測データから疎性モデリングによ
る画像復元の前例はなく、初の検証となる。ALMA

望遠鏡を使ってHL Tauを 1.3mm連続波で観測した
データは、量が多いため、200秒積分し、さらに観測
ビジビリティに対して griddingを行う。griddingと
は、uv平面上で近いデータ点を重み付け平均するこ
とでデータ量を減らすことである。その結果、計算
コストを削減することができる。解析では、200秒

積分した観測ビジビリティ点数が約 11万点であるの
に対し、復元画像の視野は 2”× 2”、総ピクセル数は
256 × 256である。そのため、行列 Aの要素数が約
73億点となり、そのまま計算をすると大幅にメモリ
を消費しまう。この問題を解決するためにグリッド
サイズ 2568λで griddingを行った。その結果、ビジ
ビリティ点数は約 5万 6千点となった。このデータか
ら正則化パラメータ (ΛLS , ΛTV ) = (55971, 13993)

を使って、画像を復元した結果を図 4に示す。その
結果、図 1と比較して、より鮮明なギャップ構造が得
られた。

図 4: 疎性モデリングによる HL Tau円盤の復元画
像。積分時間 200秒となる 1.3mm連続波観測データ
から取得している。視野 2”× 2”、総ピクセル数 256

× 256である。

5 Summary

電波干渉計データの新しいイメージング法である
疎性モデリングを ALMA 観測データに初めて適用
することで HL Tauの画像の復元に成功した。この
結果、従来のイメージング法による画像に比べて、
より鮮明にギャップ構造を捉えることができた。本
研究は、正則化パラメータを適当に見積もり、解析
を行ったが、今後は、真の復元画像を決定する最適
な値を推定する。その他にも積分時間の検討や、UV

griddingをどのように設定するのが望ましいのか検
証していく。
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永年重力不安定性の解明に向けた数値計算法の開発

冨永　遼佑 (名古屋大学大学院 理論宇宙物理学研究室)

Abstract

近年の観測によって原始惑星系円盤中に様々なリング構造が発見された. 特に 2015 年に Atacama Large

Millimeter/submillimeter Array (ALMA)によって観測された HL Tauの多重リング構造は注目を集めて

いる (ALMA Partnership et al. 2015).このリング形成法の候補として永年重力不安定性 (Secular GI)によ

るものが提案されている (Takahashi & Inutsuka 2016). Secular GIは原始惑星系円盤内のガスとダストに

働く摩擦によって引き起こされる不安定性である (e.g., Takahashi & Inutsuka 2014). Secular GIによるリ

ング形成過程を詳細に議論するためにはその大局的非線形成長を調べる必要がある.

　本研究ではまず Secular GIの数値計算を行うための新たな数値計算法を開発した. Secular GIの成長時

間は円盤の回転周期と比べて非常に長く, 数値誤差の観点から従来の流体力学の数値計算法では Secular GI

の進化を調べることは不可能である.そこで天体力学の長時間軌道計算に用いられている Symplectic法を流

体力学の数値計算に応用した. Symplectic法を用いた Hamilton系の数値計算ではエネルギーの誤差が単調

増加しないという性質を持つため, 非物理的な散逸が起こらない長時間計算が可能になる.本研究で開発した

流体力学の Symplectic計算法を用いて Secular GIの数値計算を行った.その結果 Secular GIの成長率が円

盤の回転角速度 Ωの 10−4 倍のオーダーであってもその成長を精度よく記述できることがわかった.

1 Introduction

星が生まれる際にその周りには原始惑星系円盤と

いう, 主に水素分子からなるガスと固体微粒子 (ダス

ト)で構成される円盤が形成される.古典的な惑星形

成の標準理論では, 原始惑星系円盤内でダストが自己

重力によって集積し衝突合体を繰り返すことで惑星

が形成されると考えられている.したがって原始惑星

系円盤中でのダストの運動を解明することは, 惑星形

成を理解する上で大変重要である.

原始惑星系円盤中のガスとダストにはそれらの相対

速度に起因する摩擦力が働く.この摩擦によって永年

重力不安定性 (Secular GI)と呼ばれる不安定性が起

こることが指摘されている (e.g., Ward 1976, Youdin

2005, Takahashi & Inutsuka 2014). Secular GIは自

己重力安定な円盤で成長するため, 新たな微惑星形成

法として提唱された.先行研究では局所線形解析が行

われたが,微惑星形成過程を議論するためにはSecular

GIの大局的非線形成長を調べる必要がある.さらに,

近年の観測によって原始惑星系円盤中に様々なリン

グ構造が発見された.特に 2015年にAtacama Large

Millimeter/submillimeter Array(ALMA)によって観

測された HL Tauのリング構造は大きな注目を集め

ている (ALMA Partnership et al. 2015).HL Tauの

リング構造形成メカニズムとして様々な現象が提唱さ

れており, 惑星とガス円盤の重力相互作用によるもの

(e.g., Kanagawa et al. 2015)やダストの焼結効果に

よるものなどがある (Okuzumi et al. 2016). Secular

GIも円盤中にリングを形成するため,形成メカニズム

の候補として挙げられている (Takahashi & Inutsuka

2014).Takahashi & Inutsuka (2016)では, HL Tauの

円盤の面密度分布のモデルを用いて Secular GIによ

るリング形成を線形理論によって解析している. そ

の結果, 円盤中の乱流が十分弱く, ダスト - ガス質

量比が 0.03以下, ダストサイズが 2 mm以上であれ

ば Secular GIが成長することが示されている.一方

で実際のリング形成過程を詳細に議論するためには

Secular GIの非線形成長を調べる必要がある.本研究

の目的は Secular GIの非線形成長を数値計算によっ

て明らかにし, リング形成過程を調べることである.

本研究ではまず天体力学の長時間軌道計算に用い

られている Symplectic法を数値流体力学に応用した

新たな数値計算法を開発した.以下ではその定式化と
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テスト計算を示し, さらに Secular GIの局所計算を

行った結果を示す.

2 Formulation

簡単のため圧力のみが働くデカルト 1次元系を例

にとり, 本研究で開発した計算法の定式化を行う.

流体力学における Symplectic法を定式化するため

にまず流体の Lagrangianを与える.圧力のみが働く

系ではそれは以下の式で与えられる

L =

∫
dx

[
ρ

(
ẋ2

2
− u

)]
. (1)

ここで ẋ ≡ dx/dtは位置 xの時間微分を表し, ρは流

体の質量密度, uは単位質量あたりの内部エネルギー

である.この Lagrangianを離散化し、数値計算に用

いる運動方程式を導出する.計算領域を N 個のセル

に分割し離散化した Lagrangianは以下のようになる

L =
N−1∑
i=1

(
mi+1/2

ẋ2
i+1/2

2

)
−

N∑
i=1

miui, (2)

mi+1/2 = (mi+1 +mi)/2. (3)

ここで添え字 iがついたものは i番目のセルにおけ

る物理量を示している. また位置の変数をセル間の

境界の位置 xi+1/2 に選び, これを直接時間発展させ

る. 本研究では粘性を取り扱っていないため状態方

程式としてポリトロープ関係式を用いると密度の低

いところで波の追い越しが起こる. これを避けるた

めに等温と γ > 1のポリトロープ関係式を組み合わ

せた Piecewiseポリトロープ関係式 (e.g.Machida et

al. 2006)

Pi = c2sρ0

[(
ρi
ρ0

)
+

(
ρi
ρ0

)γ]
(4)

を用いる.ここで cs はガスの音速, ρ0 は密度の次元

を持つ定数である.このように状態方程式を決めるこ

とで i番目のセルの内部エネルギーは

ui = c2s

[
ln

(
ρi
ρ0

)
+

1

γ − 1

(
ρi
ρ0

)γ−1
]

(5)

となる.したがって内部エネルギーは密度のみの関数

で与えられる.密度は xi+1/2とmiを用いて求めるこ

とができる.デカルト座標 1次元の場合は

ρi =
mi

xi+1/2 − xi−1/2
(6)

である. 以上より xi+1/2 が分かれば密度も内部エ

ネルギーも求めることができる. この xi+1/2 につい

ての運動方程式を求めるために式 (2)を独立変数が

xi+1/2, ẋi+1/2(i = 1, 2, ..., N−1)のEuler-Lagrange

方程式

d

dt

(
∂L

∂ẋi+1/2

)
− ∂L

∂xi+1/2
= 0 (7)

に代入すると, 以下の式が得られる

mi+1/2ẍi+1/2 = −(Pi+1 − Pi). (8)

式 (8) は空間 2 次精度のスキームである. これは式

(8) の右辺を xi+1/2 の周りで Taylor 展開して示す

ことができる.この運動方程式を Leap-frog法などの

Symplectic 積分法で時間発展させる. これが本研究

で開発した流体力学における Symplectic法である.

無限に薄い軸対称円盤を仮定した場合も円柱座標

系の 1次元問題に帰着されるため, 本研究で開発した

数値計算法を用いることができる.無限に薄い軸対称

自己重力円盤の計算を行う際には以下の離散化され

た Lagrangianを用いて運動方程式を導出する

L =

N−1∑
i=1

mi+1/2

(
ṙ2i+1/2

2
− GM∗

ri+1/2

)
−

N∑
i=1

miui

−
∑
i>j

mi+1/2mj+1/2Φring(ri+1/2, rj+1/2).

(9)

ここで G は万有引力定数、M∗ は中心星の質量,

Φring(ri+1/2, rj+1/2) は半径が rj+1/2, 質量 mj+1/2

の無限に細いリングが位置 ri+1/2に作る重力ポテン

シャルである.Φring の具体的な表式はここでは省く

が, これは楕円積分を用いて表すことができる.本研

究ではHastingsらによって示された楕円積分の近似

関数を用いる (Hastings et al. 1955).

3 Numerical tests

3.1 1次元音波のテスト計算

前節で定式化したデカルト 1次元系の音波を実際

に数値計算した.初期条件として, 計算領域の長さを

1, 非摂動状態における密度を ρ0とした.ここに密度

揺らぎ δρ/ρ0 が 1.25 × 10−3 程度になるように波長
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が 0.5 の音波の固有モードを与えた. またセル数を

64, 時間刻み幅を 2× 10−3, cs = 1とした.このとき

Courant 数 C は C ≃ 0.21 となる. 境界条件には周

期的境界条件を採用し, 時間積分は Leap-frog法を用

いた.図 1は t = 2.0での密度ゆらぎの分布を図示し

たものである.線形解析とよく一致していることがわ

かる.

図 1: t = 2.0の密度ゆらぎの分布.⊡は数値計算結果, 緑

線は線形解を表す.

また図 2は時刻 tにおけるエネルギー E と初期のエ

ネルギー E0 の差 ∆E ≡ E − E0 の時間変化を示し

ている.この図からエネルギーの誤差は単調増加しな

いことがわかる.これは Symplectic法の大きな特徴

である.図 2に見られる周期性は t > 100でも確認で

きた.

図 2: 0 ≤ t ≤ 100におけるエネルギー E と初期のエネル

ギー E0 の差 ∆E を図示したもの.

3.2 Secular GIのテスト計算

本節では開発した数値計算法を用いて Secular GI

の数値計算を行った結果を示す.

まず以下の基礎方程式に従う 2流体系を考える

∂Σ

∂t
+∇ · (Σu) = 0, (10)

Σ

(
∂u

∂t
+ (u · ∇)u

)
=− c2s∇Σ− Σ∇

(
Φ− GM∗

r

)
+

Σd (v − u)

tstop
,

(11)

∂Σd

∂t
+∇ · (Σdv) = 0, (12)

Σd

(
∂v

∂t
+ (v · ∇)v

)
=− c2d∇Σd − Σd∇

(
Φ− GM∗

r

)
+

Σd (u− v)

tstop
,

(13)

∇2Φ = 4πG(Σ + Σd) δ(z). (14)

ここでΣ,uはガス流体の面密度と速度, Σd,vはダス

ト流体の面密度と速度, Φは自己重力ポテンシャル,

cs はガスの音速である.また cd をダストの速度分散

としてダスト流体には圧力勾配力と同様の力が働く

とした.また tstop はダストの stopping timeである.

時刻 t0から t0 +∆tへの時間発展方法について概

要を以下に記す. 本研究では Symplectic積分法とし

て Leap-frog法を用いた.まず t = t0 +∆t/2の時刻

における位置を Leap-frog法で求め, その時刻でのト

ルクを用いて角運動量を t0から t0+∆tへ時間発展さ

せた.動径方向の摩擦は Rein & Tremaine (2011)で

示された予測子を用いて Leap-frog法に取り入れた.

Secular GIの局所線形解析と比べるために,円盤の

回転角速度ΩをKepler角速度の 100倍とし, 計算領

域の中心を 80AUに設定した.計算領域は摂動波長の

4倍とし, セル数を 128とした.境界条件には固定端

境界条件を採用した.また tstop は簡単のため Stokes

数 τs ≡ tstopΩを計算領域内で一定とした.

図 3,図 4はそれぞれ τs = 1, 100における計算領

域中心のセルの密度進化を図示したものである.また

線形解析から得られる成長率 n はそれぞれ n/Ω ≃
2.1× 10−2, 5.0× 10−4 である.
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図 3: τs = 1 の場合の Secular GI の成長. 縦軸は非摂動

状態における面密度 Σ0に対する密度揺らぎ δΣの値.横軸

は計算領域中心での円盤の角速度 Ωmid で規格化した時間

t.ガスとダスト両方の密度揺らぎの進化を図示した.+と⊡
は数値計算結果、緑色の破線は線形解析から得られる線形

成長を表す.

図 4: τs = 100 の場合の Secular GI の成長. 縦軸は非摂

動状態における面密度 Σ0に対する密度揺らぎ δΣの値.横

軸は計算領域中心での円盤の角速度 Ωmid で規格化した時

間 t. ガスとダスト両方の密度揺らぎの進化を図示した.+

と ⊡ は数値計算結果、緑色の破線は線形解析から得られ
る線形成長を表す.

これらの図から Secular GIの線形成長を数値計算

でよく再現できているということがわかる.特に図 4

から成長率が 10−4Ωというとても遅い成長も精度よ

く記述できているとわかる.

4 Discussion

本研究では天体力学の数値計算法として用いられ

ている Symplectic法を流体力学の計算法に応用した

新たな数値計算法を開発した. この計算法を用いる

ことで力学的な時間より十分長い時間をかけて起こ

るような現象を数値計算によって明らかにすること

ができる.本研究で開発した計算法を用いて Secular

GIの計算を行った.その結果,成長率が 10−4Ωのオー

ダーであってもその成長を追うことができるという

ことがわかった.

今回行った Secular GIの計算では円盤内の局所的

な領域を考えていた.今後は大局的な領域で計算を行

い、Secular GIの大局的非線形成長を調べる予定で

ある.また今回の局所計算では固定端境界条件を採用

していたが、実際の原始惑星系円盤では中心星への

質量降着を伴うため自由端境界条件を採用する必要

がある.さらに Secular GIのような遅い現象ではそ

の過程で起こるダストの成長を考える必要がある.こ

のような課題についても今後取り組む予定である.
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隕石中の固体微粒子から探る岩石微惑星形成
荒川 創太 (東京工業大学大学院 理工学研究科)

Abstract

地球型惑星は、kmサイズの岩石微惑星が衝突合体を繰り返すことで形成されたと考えられている。この岩
石微惑星は、コンドリュール（mmサイズの球形粒子）およびマトリックス粒子（nm–µmサイズの微粒子）
の集積によって形成されたと考えられるが、その集積過程は解明されていない。さらに、コンドリュールお
よびマトリックス粒子がいつ、どこで、どのようにして形成されたのかもわかっていない。
本研究で、我々は、コンドリュール形成時にマトリックス粒子が同時に形成され、その後コンドリュールとと
もに集積した場合、これらの粒子からなるアグリゲイトは、微惑星サイズまで成長することができるのかど
うかを調べた。その結果、マトリックス粒子が nmサイズの場合には、微惑星サイズまで成長可能であるこ
とが判明した。さらに、コンドリュールとマトリックス粒子の集積によって形成される天体の密度進化を計
算し、コンドリュールとマトリックス粒子の同時集積モデルでは中心星落下問題も回避されることを示した。

1 Introduction

地球型惑星は、kmサイズの岩石微惑星が衝突合体
を繰り返すことで形成されたと考えられている。こ
の岩石微惑星は、隕石を構成する粒子、つまり、コン
ドリュール（mmサイズの球形粒子）およびマトリッ
クス粒子（nm–µmサイズの微粒子）の集積によって
形成されたと考えられるが、その集積過程は未だ解
明されていない。さらに、コンドリュールおよびマ
トリックス粒子の形成年代、形成場所、形成メカニ
ズムもいまだ議論が続いている。
微惑星は、その形成過程において 10 m s−1を超える
高速衝突を経験する（e.g., Adachi et al., 1976; Ormel

& Cuzzi, 2007）。この高速衝突時に粒子の集合体（ア
グリゲイト）が合体するか破壊するかは、集合体を
構成する１つ１つの粒子（モノマー）の物性および
サイズに依存する（Dominik & Tielens, 1997）。従
来、ダストアグリゲイトの直接合体成長による惑星
形成の理論研究においては、アグリゲイトを構成する
モノマー粒子の大きさは µm程度と考えられてきた。
これは星間物質の観測（e.g., Mathis et al., 1997）な
どに基づいている。一方、実際に始原的なコンドラ
イト隕石のマトリックスを電子顕微鏡で観察すると、
サイズ分布のピークは nmサイズであることが分かっ
ている（Toriumi, 1989）。岩石の場合、µmサイズの
モノマー粒子からなるアグリゲイトは 10 m s−1程度

の衝突速度によって破壊され、微惑星を形成するこ
とができないが、モノマー粒子のサイズを nmサイ
ズと仮定すれば衝突破壊が回避される（ e.g., Wada

et al., 2008）。
コンドリュールはその形成時に 2000 K以上の高温
を経験している（e.g., Hewins & Rodomsky, 1990）。
このことは、コンドリュール前駆体のダスト粒子の
一部が蒸発することを示唆する（e.g., Miura et al.,

2010）。さらに、コンドリュールとマトリックス粒子
の間には、相補的な化学組成の違いが存在すること
も知られており（e.g., Palme et al., 2015）、少なく
ともマトリックス粒子の一部はコンドリュール形成
と同時に形成されたと考えられる。
本研究では、コンドリュールとマトリックス粒子が
同時に集積した場合、これらの粒子からなるアグリ
ゲイトはどのように成長するのか調べる。また、岩
石微惑星形成に必要な条件から、コンドリュールと
マトリックス粒子の形成・集積プロセスを議論する。

2 Models

本研究では、ある軌道長半径の領域において、円
盤赤道面付近のダストが全てコンドリュールおよび
マトリックス粒子になった場合に、これらのダスト
が直接合体成長によって岩石微惑星を形成できるか
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どうか調べた。円盤のガス・ダストの面密度構造およ
び温度構造は最小質量円盤モデル（Hayashi, 1981）
を仮定し、ダスト粒子の 70 wt.% がコンドリュール
に、30 wt.% がマトリックス粒子になると仮定した。
この比率は普通コンドライト中のコンドリュールお
よびマトリックス粒子が占める割合に相当する（e.g.,

Rubin, 2000）。
原始惑星系円盤中のダストアグリゲイトは、円盤の
ガスと相対速度を持って運動する（e.g., Adachi et

al., 1976, Weidenschilling, 1977）。我々は、Adachi

et al. (1976) のモデルを用い、ダストアグリゲイト
のガストの相対速度の動径方向成分および方位角方
向成分を求めた。また、円盤中の乱流強度は Ormel

& Cuzzi (2007) のモデルから求め、これらからダス
ト粒子の運動を計算した。
ダストアグリゲイトは衝突合体によって成長すると
ともに、ガスとの相対速度に由来する抵抗力を受け、
中心星方向へ落下する。ゆえに、中心星に落下する
タイムスケールがダストアグリゲイトの成長のタイ
ムスケールよりも十分長い場合のみ、その軌道にお
いて微惑星を形成することが可能であり、そうでな
い場合にはダストアグリゲイトは中心星に落下して
しまう。我々はこの 2つのタイムスケールの比が満
たすべき条件として、Okuzumi et al. (2012) を用い
た。また、成長のタイムスケールはダスト粒子の赤
道面への沈殿の程度に依存する。本研究では、ダスト
粒子の赤道面への沈殿は Youdin & Lithwick (2007)

のモデルを仮定した。
ダストアグリゲイトの衝突時の振る舞いは、衝突時
の相対運動エネルギー、および、モノマー粒子の物性
とサイズによって決まる（Dominik & Tielens, 1997;

Wada et al., 2007）。我々は、Wada et al. (2007) の
モデルを用い、ダストアグリゲイトの衝突圧縮・破
壊を考量した。また、ダストアグリゲイトはガス動
圧や自己重力による静的圧縮を受ける（Kataoka et

al., 2013）。我々はこの静的圧縮も考慮して、ダスト
アグリゲイトの成長に伴う密度進化を計算した。

3 Results

我々は、コンドリュールとマトリックス粒子の同時
集積によってダストアグリゲイトが形成・成長する場合

に、どのような密度進化を経るのか計算した。その結
果、このようにして形成されるダストアグリゲイトは
衝突破壊および中心星への落下を免れ、kmサイズの
微惑星へと成長できる可能性があることを明らかにし
た。図1に、本研究の計算結果の一例を示す。この結果
は、中心星からの距離を 1.5 au、乱流パラメータα =

10−4、コンドリュールの半径 ac = 2.5 × 10−2 cm、
マトリックス粒子の半径 a0 = 2.5× 10−7 cmとした
場合のものである。Wada et al. (2008) によるダス
トアグリゲイトの衝突の数値計算の結果から、マト
リックス粒子の半径が 10 nm程度、あるいはそれ以
下の場合、ダストアグリゲイトは 10 m s−1を超える
高速衝突によって破壊されず、また、高い空隙率を
保ったまま成長できることがわかる。ゆえに、nmサ
イズのマトリックス粒子が形成される場合、これが
コンドリュールと同時に集積することで岩石微惑星
を形成することができる。
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図 1: 最小質量円盤モデルにおける岩石微惑星の成長
経路。マトリックス粒子の hit-and-stickによる、マト
リックス粒子のみからなる高空隙率アグリゲイトの形
成（紫）、この高空隙率アグリゲイトがコンドリュー
ルのまわりに付着することによる、マトリックス粒
子とコンドリュールとからなる高空隙率アグリゲイ
トの形成（破線矢印）、そして、その後 hit-and-stick

（緑）、ガス動圧による静的圧縮（赤）、自己重力によ
る静的圧縮（青）を経て、中心星に落下することな
く kmサイズの岩石微惑星まで成長する（橙）。
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4 Discussion: Grain-Size Dis-

tribution of Matrix Particles

in Meteorites

コンドライト隕石中のマトリックス粒子のサイズ
分布は、母天体内で受けた熱変成の程度によって変
化することが Ashworth (1977) によって知られてお
り、Weston H4のマトリックス粒子のサイズ頻度分布
のピークは 500 nm程度であるのに対し、Chainpur

LL3.4のマトリックス粒子のサイズ頻度分布のピー
クは 50nm程度である。さらに、Toriumi (1989) に
よると、Allende CV3.2のマトリックス粒子のサイ
ズ頻度分布のピークは 5nm程度である。コンドライ
ト隕石の熱変成の影響は岩石学的分類が 3.00に近い
ものが最も小さいため、微惑星集積時のマトリック
ス粒子のサイズはこれらの隕石中で観察されるマト
リックス粒子よりも小さかった可能性がある。いず
れにせよ、本研究の最も重要な仮定である、nmサイ
ズのマトリックス粒子の存在が岩石微惑星形成を駆
動したかどうかを明らかにするために、我々は今後、
(1)熱変成の影響が極めて小さいコンドライト隕石の
マトリックス粒子のサイズ分布を詳細に調べる、(2)

微惑星形成後の熱変成によるマトリックス粒子のサ
イズ分布の変化の程度を理論的に解明する、という
2つの課題に取り組む必要がある。

5 Conclusion

本研究では、隕石中にコンドリュールとともに観察
されるマトリックス粒子に着目し、コンドリュールと
同時に形成されたマトリックス粒子が、コンドリュー
ルと共に集積することで岩石微惑星が形成されると
いうモデルを提唱し、その可能性を検討した。我々
は、マトリックス粒子が nmサイズであれば、我々の
モデルは衝突破壊問題、中心星落下問題といった微惑
星形成における困難を解決し、kmサイズの岩石微惑
星を形成することができることを示した。このよう
な nmサイズのマトリックス粒子は、コンドリュール
形成時のダスト粒子の蒸発・再凝縮過程（e.g., Miura

et al., 2010）を考えることで形成プロセスを説明で
きる可能性がある。また、コンドライト隕石中のマ

トリックス粒子のサイズ分布（e.g., Toriumi, 1989）
も nmサイズのマトリックス粒子が存在していたこ
とを示唆しているのかもしれない。
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微惑星の衝突破壊を考慮した巨大衝突ステージにおける原始惑星の軌道進化

佐藤　雄太郎　（名古屋大学大学院　理論宇宙物理学研究室）

概要

太陽系の地球型惑星は火星程度の大きさの原始惑星同士の衝突によって形成したと考えられており,惑星形成におけるこの段階は

巨大天体衝突ステージと呼ばれる.このことは理論的な研究からだけでなく,地質学的な証拠からも支持されている.そこで,このス

テージで原始惑星が巨大衝突を起こして地球型惑星が形成する過程の N 体シミュレーションを行った.その結果,確かに巨大衝突

は起こり, 地球型惑星が形成した.しかし,形成した惑星の離心率は現在の地球型惑星のものよりもはるかに大きくなってしまった.

この原因は,本研究において原始惑星同士の衝突のみを扱ってきたことにあると考えられる.なぜならば,実際の宇宙には様々なサ

イズの惑星が存在しているからである.そこで,原始惑星の周りに小さな微惑星が多数存在しているような系を考える.この系では

微惑星と原始惑星の力学的摩擦によって,形成した地球型惑星の離心率を下げられる.力学的摩擦で地球型惑星の離心率が下げられ

ると, 微惑星の離心率は上がる.この結果,微惑星同士の衝突は破壊を引き起こす. しかしながら,これまでの研究では微惑星の破壊

が取り扱われていない. そこで本研究では, 微惑星の破壊を考慮した場合と考慮していない場合の地球型惑星の離心率の減衰をシ

ミュレーションすることで,地球型惑星形成において破壊現象が重要であることを明らかにした.

1 背景

太陽系に属する地球型惑星は,大まかには 3つのステージを

経て形成する.はじめに,岩石ダストから微惑星が形成し,次に

微惑星から原始惑星が形成する.そして最後に,原始惑星から地

球型惑星が形成する.私はこれらのステージの中でも原始惑星

から地球型惑星が形成する「巨大衝突ステージ」に着目してい

る.このステージの存在は理論的な研究からだけではなく,地質

学的な証拠からも支持されている. したがって,このステージ

における原始惑星の軌道進化を理解することは,太陽系に属す

る地球型惑星の軌道分布や形成年代,形成メカニズムを理解す

る上で非常に重要である.

地球型惑星は地球型惑星形成領域に形成した数十個の火星

程度の大きさの原始惑星同士が長時間かけて軌道不安定を引

き起こし,その結果巨大衝突を繰り返すことで形成したと考え

られている.このとき,微惑星から形成された原始惑星の間隔

は 10Hill半径程度である.軌道不安定が引き起こされる時間は

軌道間隔に非常に敏感で,この間隔は衝突合体を繰り返すたび

に広がっていくと軌道不安定が引き起こされるまでの時間が

長くなる.最終的に地球型惑星が形成される頃には軌道間隔は

13Hill半径程度までまで広がる.このとき,軌道不安定を引き起

こす時間は宇宙年齢より長くなり,地球型惑星形成は不可能で

ある (Chambers et al. 1996).このように原始惑星の間隔が広

がった後でも,原始惑星同士の衝突が起こるためには,原始惑星

の離心率が衝突を経験するたびに増加する必要がある.実際,原

始惑星の離心率が上昇するため,数千万年以内に無事に地球型

惑星は形成されるが,その結果形成される地球型惑星の離心率

は非常に大きい (Kokubo et al. 2006)しかしながら,現在観測

されている地球型惑星の離心率は非常に小さく, 現在の地球型

惑星形成の理論のみではこの離心率の減衰を説明することは困

難である.

この問題を説明する物理として,力学的摩擦が有力であると

言われている.巨大衝突ステージにおいても原始惑星を形成し

た微惑星は残っており,この残存微惑星と原始惑星の力学的摩擦

により,原始惑星の離心率は下げられる (O’Brien et al. 2006).

実際,微惑星から原始惑星の形成,そして巨大衝突ステージを一

連のN 体シミュレーションで調べた結果,原始惑星の離心率は

下げられうることが分かった (Morisima et al. 2010).ところ

が,力学的摩擦により原始惑星の離心率が下げられると,微惑星

の離心率は上げられる.この様に離心率が高い微惑星同士が衝

突すると破壊が起こる.その結果,微惑星円盤の密度が下がる

(Kobayashi & Tanaka 2010).そのため,力学的摩擦はそれほど

効率的ではないと予測されるが,これまでの N 体計算では,破

壊は取り扱えず,この効果は調べられていない.

そこで本研究では,巨大衝突ステージにおいて,原始惑星の

みを取り扱うのではなく,原始惑星の周りに小さな微惑星が多

数存在する系を考える.このような系では,形成した地球型惑星

と微惑星との力学的摩擦によって地球型惑星の離心率が減衰す

る.本研究では,微惑星の破壊現象を考慮した場合と考慮してい

ない場合について力学的摩擦による地球型惑星の離心率の減衰

過程をシミュレーションすることで破壊現象の重要性を明らか

にしたい.

2 手法

地球型惑星の離心率減衰を説明するために,取り扱う惑星を

微惑星にまで拡張した. これにより生じた計算コスト増加の問

題を解決するために, N 体計算と統計的計算を融合した数値計

算コードを用いる.主に軌道計算は N 体計算を用い,取り扱う

数の多い微惑星の破壊現象は統計的計算を用いる.
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2.1 N 体計算

本研究では 4次のエルミート法 (Makino et al. 1992)を用い

て惑星の軌道を計算する.時刻 t = 0で位置 ri,0,速度 vi,0であ

る惑星 iの時刻 t = ∆tにおける位置 ri,1,速度 vi,1ついて考え

る.まずは, t = 0での惑星 iの加速度と加速度の微分を以下の

ように計算する

ai,0 =
N∑
j ̸=i

Gmj
rj,0 − ri,0

|rj,0 − ri,0|3
, (1)

ȧi,0 =
d

dt

N∑
j ̸=i

Gmj
rj,0 − ri,0

|rj,0 − ri,0|3
. (2)

次に,得られた加速度 ai,0 と ȧi,0 を用いて時刻 t = ∆tでの予

測子 rp,vp を求めると

ri,p = ri,0 + vi,0∆t+
1

2
ai,0∆t2 +

1

6
ȧi,0∆t3 (3)

vi,p = vi,0 + ai,0∆t+
1

2
ȧi,0∆t2 (4)

となる.これではまだ２次精度であるため,更に高次の項を求め

る必要がる.そこで,予測子を用いて,時刻 t = ∆tにおける惑

星 iの加速度 ai,1 と加速度の微分 ȧi,1 を計算すると

ai,1 =

N∑
j ̸=i

Gmj
rj,p − ri,p

|rj,p − ri,p|3
(5)

ȧi,1 =
d

dt

N∑
j ̸=i

Gmj
rj,p − ri,p

|rj,p − ri,p|3
(6)

となる.ここで得た ai,1, ȧi,1 をテーラー展開すると

ai,1 = ai,0 + ȧi,0∆t+
1

2
a
(2)
i,0∆t2 +

1

6
a
(3)
i,0∆t3 (7)

ȧi,1 = ȧi,0 + a
(2)
i,0∆t+

1

2
a
(3)
i,0∆t2 (8)

であり,式 (7),(8)を a
(2)
i,0 ,a

(3)
i,0 について解いて

a
(2)
i,0 =

−6(ai,0 − ai,1)−∆t(4ȧi,0 + 2ȧi,1)

∆t2
(9)

a
(3)
i,0 =

12(ai,0 − ai,1) + 6∆t(ȧi,0 + ȧi,1)

∆t3
(10)

今求めた式 (9),(10)を用いて惑星 iの t = ∆tでの 4次精度の

位置 ri,c と速度 vi,c を求めると

ri,c = ri,p +
1

24
a
(2)
i,0∆t4 +

1

120
a
(3)
i,0∆t5 (11)

vi,c = vi,p +
1

6
a
(2)
i,0∆t3 +

1

24
a
(3)
i,0∆t4 (12)

であり,ここで ri,c と vi,c を修正子と呼ぶ.エルミート法では,

これを繰り返すことで惑星の軌道を予測する.

2.2 統計的計算

本研究では,数値計算で扱う粒子は,複数の微惑星を１つの粒

子として表現するスーパー粒子として衝突破壊現象を解く.こ

の近似のもとでは微惑星の数を正確に取り扱えないため,微惑

星同士の衝突,そしてそれによって引き起こされる破壊は取り

扱えない.このため,軌道積分では微惑星の破壊を正確に解く

ために統計的手法を用いる. このスーパー粒子 iが衝突破壊に

よってどの程度質量を失うのかは以下のように記述することが

できる.

はじめに,位置 (ri, θi)にあるスーパー粒子 iの周りの面密度を

求める.「周り」とは動径方向については ri − drから ri + dr

を指し,方位角方向についても θi − dθから θi + dθの扇型領域

である.この領域内に存在したスーパー粒子の全質量をM と

すると,スーパー粒子 iの周りの面密度 Σi は

Σi =
M

4rdrdθ
(13)

となる.この面密度と,N 体計算から求めた物理量を用いてスー

パーパーティクル iの質量損失を見積もると以下のようになる

dmi

dt
=

mi

Σi
Fi . (14)

ここで F は次のように書ける (Kobayashi & Tanaka 2010).

Fi(mp) = −
( 2− α

m2−α
p

Σi

)2

ΩK,ih0

( v2

2Q∗
D

)2−α

×
[
−
(
ln ϵ+

1

2− b

)
s1 + s2 + s3

]
.

(15)

ここで, mp はスーパー粒子ではなく微惑星の質量である. 式

(16),(15)から分かる様に破壊による微惑星面密度減少は微惑星

質量に依存する (Kobayashi&Tanaka 2010). ΩK,i はスーパー

粒子のケプラー角速度である. vはスーパー粒子間の平均相対

速度である. αは微惑星の質量分布のべきであり,α = 11/6で

ある (Kobayashi& Tanaka 2010). .Q∗
D は単位質量あたりのイ

ンパクトエネルギーである. ϵ, b, s1, s2, s3 は定数である.

3 テスト計算

ハイブリッドコードについて幾つかのテスト計算を行った.

はじめに,原始惑星と微惑星の重力相互作用が正しく解けてい

るかをテストした.原始惑星と微惑星の軌道要素の時間進化を

見ることで,ハイブリッドコードで重力相互作用が正しく解け

ていることを確認する.テスト計算であるため,計算の初期値は

Ohtsuki et al. (2002)に合わせてある.そのため,実際の原始

惑星と微惑星のサイズにはなっていない.また,重力相互作用の

テストであるから,この計算では衝突破壊は考えていない.この

計算では, 1× 1024 gの惑星 800体と 4× 1024 gの惑星 200 体

の合計 1000体の惑星を取り扱う.これら 1000体の惑星を 1AU
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付近に面密度が 10 gcm−2 になるように配置する.図 1はテス

ト計算の初期の座標を表す.またどちらの惑星も初期の離心率

と傾斜角はそれぞれ 1× 10−4 と 5× 10−5 である.テスト計算

の結果を図 2に表す.これは,二乗平均した離心率と傾斜角の時

間進化である.添字 L,Sはそれぞれ大きい惑星 (large)と小さい

惑星 (small)を意味する.この結果は Ohtsuki et al. (2001)を

よく再現する.
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-0.5

 0

 0.5

 1

 1.5

-1.5 -1 -0.5  0  0.5  1  1.5

y 
(A

U
)
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図 1: 惑星の初期座標.紫と緑がそれぞれ小さい惑星（800体）

と大きい惑星（200体）を示す.
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図 2: 1×1024 gの惑星 800体と 4×1024 gの惑星 200体を 1AU

付近に面密度が 10 gcm−2になるように配置して計算した時の

離心率 (r.m.s)と傾斜角 (r.m.s)の時間進化.初期の離心率と傾

斜角はそれぞれ 1× 10−4と 5× 10−5である.また,添字 Lと S

はそれぞれ大きい惑星と小さい惑星を表す.この結果はOhtsuki

et al. (2001) Fig.4をよく再現している.

次に,微惑星同士の破壊現象のテスト計算を行った. 微惑星

が空間的に一様に分布してるとき,衝突破壊による微惑星の面

密度の時間進化は式 (16)のように解析的に解くことができ,以

下のようになる（Kobayashi & Tanaka 2010）.

Σ(t) =
Σ0

1 + t/τdep
. (16)

ここで, Σ0は初期の面密度であり, τdepは面密度が半分になる

時間で, τdep = Σ0/F (mp)で与えられる.図はこの解析解と数

値解の比較を表す.このテスト計算では, τdepが 10年になるよ

うにパラメータを調整してある.1つのスーパー粒子に含まれ

る全天体の総質量は 4.38× 1027 gであり,このスーパー粒子を

構成する微惑星の質量は 1× 1019 gである.空間的一様を再現

するために,この粒子 100体を 0.95AUから 1.05AUの範囲に

等間隔に置く.惑星の離心率と傾斜角はそれぞれ 1 × 10−2 と

5 × 10−3 とする.図 3から分かるように,数値解と解析解はよ

く一致している.これにより,惑星同士の破壊は正しく解けてい

ると言える.
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図 3: スーパー粒子 (4.38×1027 g)100体での微惑星同士の衝突

破壊のテスト計算. 微惑星の質量は 1 × 1019 gである.0.95AU

から 1.05AUの範囲に一様に配置し数値計算を行った.微惑星

の離心率と傾斜角はそれぞれ 1× 10−2 と 5× 103 である.

4 結果と展望

地球型惑星の離心率を減衰させる要因の１つとして微惑星と

の力学的摩擦が考えられる.実際,図 4は力学的摩擦によって地

球型惑星の離心率が減衰する様子を表す.これは, 1体の地球型

惑星 (1M⊕)と 1000体のスーパー粒子 (微惑星質量は 1×1019 g)

における軌道長半径と離心率の関係である. aと bはそれぞれ

0年と 2000年のスナップショットである.地球型惑星の初期離

心率は 1 × 10−2 であり,微惑星の初期離心率は 1.4 × 10−3 を

中心としたレイリー分布で与えた. 2000年後には地球型惑星の

離心率は減衰し,微惑星の離心率は増加していることが分かる.

本来は,このような離心率の大きな微惑星同士が衝突すると

破壊が起こる.この結果,微惑星円盤の面密度が下がり,力学的
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図 4: 地球型惑星 (1M⊕)と微惑星 (1× 1019 g) の離心率と軌道

長半径の関係. aと bはそれぞれ 0年と 2000年のスナップショッ

トである.地球型惑星の初期離心率は 1× 10−2 であり,微惑星

の初期離心率は 1.4 × 10−3 をピークとしたレイリー分布で与

えた.力学的摩擦により,地球型惑星の離心率は減衰し微惑星の

離心率は増加する.また,微惑星の破壊は取り扱っていない.

摩擦による地球型惑星の離心率の減衰が抑制されることが予測

される. しかし,先行研究では破壊まで考慮されているものは

ない.そこで本研究では,微惑星の破壊を考慮した場合と考慮し

ない場合での力学的摩擦による地球型惑星の離心率の減衰をシ

ミュレーションし,微惑星の破壊により地球型惑星の離心率の

減衰が抑制されるかを調べた.

図 5は破壊を考慮した場合と考慮していない場合の地球型惑

星の離心率と微惑星総質量の時間進化である.数値計算の条件

は図 4と同じである.図 5から分かる様に,破壊を考慮したこと

により地球型惑星の離心率の減衰が抑制された.また,微惑星の

総質量が初期に比べて半分になったところで地球型惑星の離心

率の減衰は止まっている.すなわち,地球型惑星形成において形

成後の地球の離心率の減衰を議論する際には τdep (Kobayashi

& Tanaka 2010) を考えることが非常に重要である.

しかし,現在の太陽系では微惑星は残存していないことが知

られている. そこで,今後はこのハイブリッドコードを用いて

原始惑星の衝突合体と微惑星の衝突破壊を同時に解いていきた

い.微惑星円盤の面密度によっては地球型惑星形成前の原始惑

星の離心率が抑制され,地球型惑星が形成されないことも予想

される.この様なパラメータ依存性が太陽系外惑星の軌道の多

様性を説明するかもしれない.

これらの問題に対して様々なパラメータで計算することで,

地球型惑星が形成された後に力学的摩擦により離心率が下げら

れ,離心率が上げられた微惑星同士が衝突破壊によって消失す

ることを明らかにしたい.
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図 5: 破壊を考慮した場合と考慮していない場合の地球型惑星

の離心率と初期微惑星総質量に対する微惑星総質量の割合の時

間進化である.数値計算の条件は図 4と同じである.破壊を考慮

したことにより地球型惑星の離心率の減衰が抑制された.
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原始惑星系円盤の円盤風による進化を考慮した巨大衝突ステージにおける
地球型惑星形成

常盤 直也 (名古屋大学大学院 理学研究科)

Abstract

本講演では、円盤風による円盤進化を考慮して巨大衝突ステージにおける地球型惑星形成を調べた論文
(Ogihara et al. 2015) のレビューと円盤風を考慮した面密度進化の再現を行う。惑星は円盤との重力トルク
を通した相互作用により中心星に向かい螺旋軌道をとり落下する。また、その移動時間は円盤の散逸時間に
比べてずっと短い。そのため、形成された惑星は中心星に落ちてなくなってしまう惑星落下問題が生じる。
しかし、これまでこの問題を議論するとき、円盤風による円盤の時間進化を考慮していない。円盤風による
円盤の消失の効率は円盤鉛直方向にかかる磁場の強さに依存するため、様々な磁場の強さを考えて円盤進化
を計算し、その円盤中での惑星成長を N 体計算により調べた。その結果、シミュレーションを実施した円盤
風を考慮した全てのモデルにおいて、軌道長半径 1AU より内側に存在する火星質量程度の惑星は、惑星落
下問題を回避できることがわかった。重い円盤ほど円盤から強い重力トルクを受けるため惑星の動径移動は
速くなるが、円盤風により円盤面密度分布が変化するため惑星移動は遅くなる。その結果、重い円盤でも惑
星移動による落下は起きないことがわかった。

1 背景
恒星が誕生する際、その星の周りにガスとダスト
からなる原始惑星系円盤が形成される。惑星は円盤
中で形成されるため、円盤の時間進化が惑星形成過
程に多大な影響を及ぼす。円盤は数百万年程度で散逸
すると示唆されているが、その散逸機構は未だ完全
には解明されていない。有力な散逸機構は、磁気乱流
により駆動される円盤風である (Suzuki & Inutsuka

2009)。惑星は円盤中で形成されるため、円盤の時間
進化が惑星形成過程に多大な影響を及ぼす。惑星には
円盤との重力トルクを通した相互作用により中心星
に向かい螺旋軌道をとり落下する I 型惑星移動と呼
ばれる現象が起こる。太陽系最小質量円盤モデルの
円盤中で I 型惑星移動の典型的なタイムスケールは
10万年以下である (Tanaka et al. 2002)。移動時間は
円盤の散逸時間に比べてずっと短いため、形成され
た惑星は中心星に落ちてなくなってしまう 。これは
「惑星落下問題」と呼ばれ、惑星形成理論における深
刻な問題の一つである。しかし、惑星落下問題では、
円盤風による円盤進化は考慮されていない。ここで
は、円盤風による円盤進化を考慮して巨大衝突ステー

ジにおける地球型惑星形成を調べた論文 (Ogihara et

al. 2015)の紹介を行い、Ogihara et al. (2015)に残さ
れた課題を指摘する。

2 方法
2.1 円盤モデル

中心星からの距離 r と時間 tに対する円盤風を考
慮した円盤ガス面密度 Σg の分布の進化を記述する
拡散方程式は、以下で与えられる。

∂Σg

∂t
=

3

r

∂

∂r

!
r1/2

∂

∂r

"
νΣgr

1/2
#$

− Cw
Σg√
2π

Ω (1)

ここで、Ωはケプラー角速度、ν は粘性係数である。
また、粘性係数は、音速 cs、ガス円盤のスケールハイ
ト h、そして無次元パラメータ αを用いて ν = αcsh

で与えた。
式 (1)の右辺第二項は、円盤風の質量損失率を表

している。円盤風による質量損失率は、円盤赤道面
のガス密度 ρ0 と音速 cs により特徴付けられ、単位
時間あたりの面密度減少率は、無次元の円盤風効率
Cwを用いて Cwρ0csと書ける。ガス円盤では、ガス
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のスケールハイト h = cs/Ω、面密度 Σg =
√
2πρ0h

と表さるため、式 (1)の右辺第二項のようになる。
Cwが一定ならば、円盤風の質量流速はケプラー角
速度に比例する。つまり、円盤風によるガスの消失
時間はケプラー周期程度であり、ケプラー時間の短
い円盤内側からガスは消失する。
初期のガス円盤の面密度分布は、太陽系最小質量
モデルに基づき、面密度を rに対してベキ分布で与
えている。ただし、r > 50AUでは、rに対して指数
関数的に減少させている。また、温度分布は、光学
的に薄い林モデルの温度分布を採用している。等温
円盤を仮定することでガス円盤のスケールハイトに
中心星からの距離 rの依存性を与えている 1。これら
の条件下で式 (1)の拡散方程式を数値的に解くこと
で、円盤面密度の時間進化を追うことができる。

2.2 運動方程式と I型惑星移動

k(k = 1, 2,…, N)番目の原始惑星の運動方程式は、

d2rk
dt2

= −GM∗
rk

|rk|3 −
%N ′

j=1
Gmj

|rk−rj |3 (rk − rj)

−
%N

j=1
Gmj

|rj |3 rj + Fdamp + Fmig (2)

で与えられる。ただし、N は原始惑星の数であり、
Fdamp,Fmigは、それぞれ、惑星の離心率を減衰させ
る力と惑星の軌道長半径を減衰させる力を表してい
る (Ogihara et al. 2014参照)。
特に、Fmig は、I型惑星移動のタイムスケール ta

に依存しており、

ta = f−1

&
Mp

M∗

'−1 &Σgr2

M∗

'−1 &
rΩ

cs

'−2

Ω−1 (3)

で与えられる。ただし、M∗,Mpは、それぞれ、中心
星の質量と惑星の質量を表している。f は、I型惑星
移動の速さや向きを決定づける比例係数であり、円盤
の面密度や音速、惑星質量に依存する (Paardekooper

et al. 2011)。円盤内側の面密度が減少すると、f は
小さくなる。つまり、惑星は落下しにくくなる。式
(1)から得られる円盤面密度の時間発展に応じて惑星
の移動速度は変化する。そこで、式 (1)で与えられ

1I 型惑星移動は円盤の温度分布に依存するが、円盤風の効果
を明らかにするために温度分布は固定した

る面密度進化方程式と式 (2)で与えられる各原始惑
星の運動方程式を同時に解くことで惑星の軌道進化
が求められる。

2.3 セットアップ

円盤風による円盤の消失の効率は円盤鉛直方向に
かかる磁場の強さに依存するため、今回の数値計算で
は、表 1に示すようなモデルを与えた 2。モデル 1は、
円盤風を考慮しない場合であり、α = 8×10−3, Cw =

0とした。モデル 2は、初期の円盤鉛直方向の磁場
が弱いもしくはない場合である。この場合、Suzuki

et al. (2010) による局所三次元磁気流体シミュレー
ションの結果から、α, Cw は定数と近似できるため、
α = 8 × 10−3, Cw = 2 × 10−5 としている。モデル
3は、初期の円盤鉛直方向の磁場が強い場合である。
Suzuki et al. (2010)の結果から、円盤進化により面
密度が小さくなりプラズマ βが小さくなると、α, Cw

共に上昇すると示されている。それをモデル化し、

α = 8× 10−3 ×max

&
1,

0.01Σg,ini(r)

Σg(r)

'
(4)

Cw = 2× 10−5 ×max

&
1,

0.01Σg,ini(r)

Σg(r)

'
(5)

と置いた。

表 1: 各モデルのパラメータ
モデル α Cw Comment

モデル 1 8× 10−3 0 円盤風なし
モデル 2 8× 10−3 2× 10−5 弱い磁場
モデル 3 Eq.(4) Eq.(5) 強い磁場

原始惑星の初期条件は、質量 0.1M⊕、離心率 0.01

の原始惑星 60個を軌道長半径 0.1 − 3AUの領域に
10Hill半径間隔になるように与えた。また、惑星間
距離が惑星半径の和より小さくなる時には完全合体
として取り扱う。そのとき、全質量と全運動量は保
存するようにしている。これらの条件下でエルミー
ト法を用いて軌道積分をして N 体計算を行った。

2Ogihara et al. (2015) では、もう 1 つモデルを考えている
が、ここでは省略する
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3 結果
図 1は、モデル 1、2の場合の 10−3 AUから 103 AU

における円盤進化方程式を本稿著者が数値的に解き、
Ogihara et al. (2015)の結果を再現したもである。境
界条件は面密度を 0として与えている。図 1より、円
盤内側の面密度勾配は緩やかになり、円盤風がない
モデル 1(破線)に比べて早く面密度が減少している
ことが確認できる。また、円盤外側では、円盤風を考
慮していないモデル 1の円盤進化と同じように進化
している。これは、円盤風による拡散時間がケプラー
周期に依存するためであり、円盤内側のガスは早く
散逸する。この効果により、原始惑星の中心星方向
への I型惑星移動の効果が軽減される。t = 0.1Myr

での I型惑星移動のタイムスケールを示したのが図
2である。ただし、負の I型惑星移動のタイムスケー
ル taは、中心星方向への移動を表している。これよ
り、火星程度の質量をもつ原始惑星の I型惑星移動
のタイムスケールは、1Myrよりも大きいとわかる。
円盤の拡散時間は数百万年程度なので、火星程度の
質量をもつ原始惑星は中心星方向への I型惑星移動
を回避できる。

図 1: 弱い磁場における面密度進化の様子

図 2: Ogihara et al. (2015)で示された弱い磁場にお
ける I 型惑星移動のタイムスケール (t=0.1 Myr)

モデル 2と同様の境界条件下で数値計算を行うと、

モデル 3での円盤進化の様子は図 3のようになった。
図 3より、円盤内側にギャップが形成され、時間の経
過とともにギャップが増加していることが確認でき
る。円盤内側のガスは早く消失するため、面密度が
小さくなる。その結果、α, Cw が上昇する (式 4,5参
照)。これがガスの消失を促進させ、円盤内側にギャッ
プを形成する。このギャップが惑星の軌道進化にど
う影響を与えるのだろうか。このモデルにおける軌
道進化の様子を表したのが、図 4である。この図よ
り、原始惑星を円盤内側でかき集め、成長した原始
惑星は徐々に円盤外側へ移動していることがわかる。
この外側移動を引き起こす主な原因としてエッジト
ルクがあげられる。エッジトルクとは、離心率が 0

でない原始惑星が鋭く尖った円盤内側に存在ことで
生じる正味正のトルクである。離心率が 0でない原
始惑星が遠点に存在する場合、ガスから追い風を受
けるため正のトルクを受ける (Ogihara et al. 2010)。
よって、惑星は外側移動する。

図 3: 強い磁場における面密度進化の様子

図 4: Ogihara et al. (2015)で示された強い磁場にお
ける軌道進化の様子

最後に、t = 100Myrにおける各モデルでの分布
を描くと図 5のようになった。ただし、各モデルと
も、原始惑星の初期分布を変えて同様の数値計算を
3回行っている。弱い磁場の場合は、各計算結果共
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に、原始惑星の最大質量は 0.9M⊕程度であり、軌道
間隔は 10− 40Hill半径程度とわかった。一方、強い
磁場の場合は、各計算結果共に、5AU付近に最大質
量 3.8M⊕ 程度の原始惑星が存在し、0.4AUより内
側には惑星が存在できないとわかった。

図 5: 各モデルにおける最終軌道分布

4 結論と問題点
円盤風の効果を取り入れたN 体シミュレーション
を行った結果は、地球型惑星の軌道進化が円盤風を
考慮しないN 体シミュレーションの結果と大いに異
なることがわかった。円盤風の質量流速はケプラー
周期に依存しているため、ガスは円盤内側から消失
し、面密度勾配は円盤内側 ( < 1AU)の領域で緩や
かになる。全てのモデルにおいて、1AUより内側に
存在する火星質量程度の原始惑星は中心星方向への
I型惑星移動を起こさないこともわかった。重い円盤
ほど円盤から強い重力トルクを受けるため惑星の動
径移動は速くなるが、円盤風により円盤面密度分布
が変化するため惑星移動は遅くなる。その結果、重
い円盤でも惑星移動による落下は起きず、惑星落下
問題を回避できる。磁場が強い場合は特殊で、円盤
の内側のギャップが時々刻々と増大する。原始惑星を
円盤内側でかき集め、成長した原始惑星は徐々に円
盤外側へ移動していく。
図 5 は計算終了時の惑星の質量と軌道長半径
の関係を示す。太陽系では、地球型惑星の (質量,

軌道長半径) は、内側から順に (0.1M⊕, 0.4AU)、
(0.8M⊕, 0.7AU)、(1M⊕, 1AU)、(0.1M⊕, 1.5AU)

となっている。N 体計算の結果は実際の太陽系内側

の質量分布を再現できていない。しかし、磁気乱流
不安定性によるパラメータ α, Cw の値は、Suzuki et

al. (2010) からある程度わかっているが、初期条件
に依存する。また、局所三次元磁気流体シミュレー
ションから得られた結果であるため、α, Cw は大局
的な円盤進化では異なる値になる可能性がある。そ
こで、任意にパラメータ α, Cw を選び、実際の太陽
系内側の質量分布を再現できるようなパラメータを
見つける必要がある。

5 今後の展望
実際の太陽系内側の質量分布を再現できるような

パラメータ候補を見つけるために、まず、式 (1)から
原始惑星系円盤の時間発展した面密度を求める。そ
こで得られた面密度を用いて、式 (3)を数値的に時
間積分することで惑星の軌道長半径を求めることが
できる。様々なパラメータを用いて、数値計算で得
られる結果が実際の太陽系へ適用できるかどうか考
察していく予定である。
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惑星形成N体計算の大粒子数化に向けて:FDPSによるP3T法の並列計算

山川 暁久 (東京工業大学 理学院 地球惑星科学コース)

Abstract

微惑星集積による地球型惑星の形成過程は N 体計算によって解明されつつあり、暴走成長や寡占成長と

いった形成過程が存在することが明らかとなっている。しかし、これまでのN 体計算は計算コストの問題か

ら、完全合体を仮定したうえで狭い領域を少ない粒子数で計算するものがほとんどである。より現実的な惑

星形成過程のシミュレーションには、衝突による破壊を考慮した上で、大粒子数による長時間積分を行う必

要がある。

そこで本研究では、大粒子数による惑星形成 N 体計算を行うために、計算効率の良いアルゴリズムである

P3T法 (Particle-Particle Particle-Tree法)の並列化の実装を行った。P3T法では、2粒子間の重力を滑ら

かなカットオフ関数によって近距離力と遠距離力とに分割する。近距離力は粒子間相互作用をエルミート法

と独立時間刻みによって高精度に積分する。遠距離力はツリー法とリープフロッグ法によって効率良く積分

する。P3T法を用いることにより、低い計算コストで高精度に時間積分することができる。P3T法の並列処

理にあたって、ツリー法の領域分割を高速に処理するライブラリである FDPS(Framework for Developing

Particle Simulator)を用いる。

本研究では、FDPS を用いた P3T法の並列計算性能を評価し、大粒子数による N 体計算が可能であるこ

とを示す。今後は衝突による破壊を考慮した惑星形成 N 体計算を行おうと考えている。

1 Introduction

現在得られている惑星形成理論では、微惑星同士

が衝突・合体することによって原始惑星に進化した

と考えられている。この過程はN 体計算によって解

明されてきており、暴走成長 (Kokubo & Ida 1996)

や寡占成長 (Kokubo & Ida 1998)といった形成過程

が存在することが明らかとなっている。

惑星形成N 体計算は、原始惑星の形成時間が微惑

星の公転周期に比べてはるかに長いため、長時間積分

する必要がある。このため、従来の惑星形成N 体計

算では計算コストの問題から大粒子数のシミュレー

ションが難しく、狭い領域を計算しているものがほ

とんどであった。しかし、惑星系の大域的な構造・集

積過程を調べるには、粒子数を増やし、惑星系全体

をカバーした長時間の積分が必要となる。

また、Kokubo & Ida(1996,1998)のN 体計算では

粒子同士は衝突したら完全合体すると仮定しており、

この仮定が原始惑星形成過程において適切であるの

か明らかではない。ゆえに、より現実的な計算を行

うためには、衝突による破壊を考慮しなければなら

ない。衝突による破壊を考慮した惑星形成N 体計算

として、Chambers(2013)やRichardson et al.(2000)

などあるが、破壊を考慮すると計算量が増加し、現

実的に計算することが難しくなる可能性がある。

直接法による通常のN 体計算の計算コストは、粒

子数をN とすると、O(N2)で計算量が増加する。こ

のため衝突による破壊を考慮すると、時間発展して

いくにつれて粒子数が多くなる可能性があり、その

場合は計算量が一気に増加する。

このように、大粒子数かつ現実的な系で惑星形成

N 体計算を行うには計算コスト上の困難がある。こ

の困難を本質的に解決するには、非常に大きな計算

量を効率よく処理する必要がある。それには、計算ア

ルゴリズムを改良し計算量を低減させる方法と、並

列計算によって計算処理能力を向上させる方法の二

つのアプローチが必要である。本研究では、この二

つのアプローチを同時に行い、計算コストの問題が

解消可能であることを示す。

本研究では、計算量がO(N logN)でスケールする

惑星形成向けのアルゴリズムである P3T法 (Oshino
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et al. 2011)を用いる。P3T法はツリー法 (Barnes &

Hut 1986)を用いた計算手法であり、本研究ではこ

の部分の並列化に FDPS(Iwasawa et al. 2016)を用

いる。次節以降で本研究の実装・計算手法について

概説し、その計算性能を評価する。

2 Methods

2.1 P3T法

P3T法は、2粒子間の距離に応じて相互作用を分

割し、近接相互作用する粒子については高精度に時

間積分し、遠距離相互作用についてはツリー法によっ

てまとめて計算することで、低い計算コストで高い

計算精度を保つことのできる計算手法である。

2 つの粒子を i, j としたときの相互作用は、粒子

間距離 rij の関数であるカットオフ関数K(rij)を用

いて分割する。K(rij)は、rcutをパラメータとして、

rij/rcutが十分小さいところで 1をとり、rij/rcut > 1

で 0をとるような C3 級以上の関数である。K(rij)

を用いて、粒子 iに働く重力 F iは以下のように分割

される；

F i = F short,i + F long,i (1)

F short,i =
N∑
j ̸=i

Gmimj

s3ij
K(rij)rij (2)

F long,i =
N∑
j ̸=i

Gmimj

s3ij
[1−K(rij)]rij . (3)

ここで、sij =
√
r2ij + ε2 、εは rij = 0での発散を避

けるためのソフトニング・パラメータである。F short,i

が近接相互作用を、F long,iが遠距離相互作用をそれ

ぞれ表しており、それぞれ異なる計算手法によって

時間積分する。

近接相互作用は、4 次精度のエルミート法によっ

て高精度に時間積分する。また、粒子ごとに異なっ

た時間刻みで時間積分を行う独立時間刻み法を用い

ており、近接遭遇した場合に時間刻みが細かく取れ

るようにしている。時間刻みの評価式は Makino &

Aarseth(1992)を用いる；

∆ti =

√√√√η
|ai||a(2)

i |+ |ji|2

|ji||a
(3)
i |+ |a(2)

i |2
. (4)

ここで、j,a(2),a(3)はそれぞれ加速度の 1階、2階、

3階導関数である。ηは刻み幅の大きさを調整するパ

ラメータである。

遠距離相互作用は、重力の計算をツリー法によっ

て計算し、2次精度のリープフロッグ法によって一定

時間刻み∆ttreeで時間積分する。ツリー法は粒子が

存在する空間を再帰的なアルゴリズムによって分割

し、相互作用を計算する際に遠い距離に存在する粒

子からの力をまとめて計算することで、計算する粒

子の数を少なくする方法である。

図 1: P3T 法の相互作用計算の説明図。点線は

rij/rcut = 1とする。中央のグレーの粒子に働く力

を計算するとき、遠距離相互作用はツリー法でまと

めて計算し、近接相互作用は粒子ごとに正確に計算

する。

P3T法の 2つの相互作用計算の仕方を図 1で図示

した。P3T法で時刻 tから t + ∆ttree まで時間積分

するときの具体的な計算アルゴリズムは以下のよう

になる;

1. 時刻 tでツリーを構成する。ツリーからの加速

度 along(t)を計算する。

2. along(t)を用いてリープフロッグ法におけるベロ

シティキックを与える。

3. 粒子の速度が変化すると j が変化するので、j

の値を更新する。

4. t+∆ttreeまでエルミート法と独立時間刻みを用

いて位置と速度を積分する。
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5. 全ての粒子が t + ∆ttree まで積分された段階

で、再びツリーを構成する。ツリーからの加速

度 along(t+∆ttree)を計算する。

6. along(t+∆ttree)を用いてリープフロッグ法にお

けるベロシティキックを与える。

7. 1に戻る。

2.2 FDPS

FDPS(Framework for Developing Particle Simu-

lator) は、様々な粒子シミュレーションの並列計算

における共通の処理（並列化に伴う領域分割，粒子

交換，ノード間通信の削減・最適化）を高速に行う

C++ライブラリである。

大規模な並列化を伴う粒子シミュレーションを、

並列化による性能を維持したまま行うためには、分

散メモリであればMPI(Message Passing Interface)、

GPGPUであればCUDAといった並列計算用のコー

ドを用いて上記の処理を効率よく行わねばならず、

計算を行うために必要な学習コストが非常に高い。

FDPSはこれらの煩雑な処理を高速に行い、研究者の

負担を減らすことを目的に開発されたツールである。

FDPSが行うことは、プロセス間の通信が発生す

る処理であり、粒子の持つ物理量の定義や相互作用

の定義、FDPSのAPIの呼び出しはユーザーが行う

必要がある。P3T法を用いる場合は、ツリーによる

領域分割と粒子情報の交換が FDPSによってまかな

われている。まず FDPSが粒子の情報を読み取れる

ように FDPSの名前空間上で定義されたデータ型に

従って粒子の持つ物理量 (位置、速度、質量、加速

度、ポテンシャルエネルギーなど)を定義する。それ

から、ツリーによってまとめられた粒子 (超粒子)と

の相互作用を定義する。これらを定義した上で、適

切に FDPS上のクラスとAPIを呼び出すことができ

れば、ツリーによる加速度・ポテンシャルの計算が

行われる。ただし、それ以外の計算、すなわちエル

ミート法と独立時間刻みによる時間積分やカットオ

フ関数の呼び出しなどはユーザーが行わなければな

らない。

3 Results

ここでは粒子数N = 3000の微惑星系でのテスト計

算結果を紹介する。初期条件として、中心星からの距

離が 0.98AU− 1.02AUのリング状の領域に粒子をレ

イリー分布で配置させた。粒子の質量はm = 1023g、

中心星質量は太陽質量とし、簡単のためにここでは無

衝突を仮定する。各パラメータは、ε = rHill, ∆ttree =

0.005yr, η = 0.0001とする。

図 2 は rcut = 0.01, 0.1, 1.0[AU] の場合のエネル

ギー誤差の推移をプロットしたものである。また、

図 3は rcut = 0.01の場合に t = 1yrまで計算したと

きの並列計算性能を示したものである (強スケーリ

ング)。

図 2: rcut = 0.01(紫線), 0.1(緑線), 1.0(青線)[AU]の

場合のエネルギー誤差の推移

4 Discussion

図 2から、rcutに応じて計算精度が決まっているこ

とが分かる。また、rcut = 0.01程度で、十分小さいエ

ネルギー誤差 (∼ 10−10)で保たれている。N = 3000

で rcut = 0.01のとき、rij/rcut < 1に存在する粒子

(ネイバー粒子)の数は∼ 5− 10なので、ほとんどの

相互作用がツリーによって計算されており、低計算

コストかつ高精度が実現している。

また、図 3から今回の計算結果が良好な強スケー

リングに従っていることが分かった。今回は、粒子
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図 3: rcut = 0.01のときの並列計算性能 (強スケーリ

ング)。横軸は CPUの数、縦軸は計算時間を取って

いる。紫線が本研究で得られた計算性能のプロット、

緑線は理想的な並列計算性能を示している。

数を N = 3000と固定して計算したが、より粒子数

を大きくしていくと、このスケーリングはより理想

値に近づいていくと考えられ、CPU数をより多く用

いて高い並列計算性能を持ったN 体計算が行えると

考えられる。

5 Conclusion & Future Work

本研究では、計算量がO(N logN)でスケールする

惑星形成向けのアルゴリズムである P3T法に FDPS

を用いることで、新たに並列計算可能な実装を行い、

その性能を評価した。その結果、低い計算コストか

つ高い計算精度を得ることができ、P3T法が正しく

機能していることを確かめることができた。また、高

い並列計算性能を持ち、大粒子数でのN 体計算が実

現可能であることが分かった。

今後は、グラフアルゴリズムを用いてネイバー粒

子の時間積分アルゴリズムの改良を行い、より計算

性能の良い P3T法の実装を目指す。また、これまで

計算されてこなかった、N ∼ 108 オーダーの質量分

解能の高い計算や衝突による破壊を考慮した大規模

なN 体計算を進めていく予定である。
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進化するガス円盤中のペブル集積による地球型各惑星への水供給

山村　武 (東京工業大学大学院 地球惑星科学系井田研究室)

Abstract

地球は 0.023wt%-1wt%の水をその表面と内部に含んでいると言われている。また、観測から火星と金星もかつて水を持っ

ていた可能性が示唆されている。

惑星の水の獲得を考える時、snow line の位置は非常に重要な問題である。近年の研究から、snow line は太陽系星雲進化

の晩期に約 0.7AU の位置に移動していたことが分かっている。故に原始惑 星系円盤中の氷ダストが原始惑星によって集積

され、その結果水を獲得した可能性が考えられる。

このモデルを用いて、Sato et al. 2016 では、ペブル集積によって原始地球が獲得する水の量を計算した。この先行研究

では、ガス円盤の時間進化は考慮せずに、snow line の時間進化もパラメータを振って計算を行っていた。そこで我々は、

Sato et al. 2016 に惑星を新たに火星と金星を加え、更にガス円盤と snow line の時間進化を加えたモデルを数値シミュ

レーションで解いた。

1 Introduction

現在地球には 0.023wt%の H2O が表面に存在しており、

地球形成時の最大値でも内部を含め、約 1wt%ほどではな

いかと見積もられている (Nomura et al. 2014)。また、火

星や金星にも海が存在していたことが示唆される観測結果

が得られており、地球型惑星にはかつて水があったのでは

ないかという議論が昨今盛んになっている。

原始惑星系円盤において、H2Oの存在を考える時、snow

lineの位置が非常に重要になってくる。H2Oの凝縮温度が

約 170Kであることを考慮すると、現在の snow lineの位置

は約 2.7AUであると考えられている (Hayashi 1981)。

一方で近年の研究では、太陽系星雲進化の晩期に snow

lineが一度地球の内側 (0.7AU)に移動していたことが示唆

されている (Oka et al.2011)。

snow lineが 1AU以内に移動すると、地球付近の惑星は

大量の H2Oを捕獲する可能性が生まれてくる。更に snow

lineが 1AUよりも外側に戻った後も、原始惑星の重力圏か

ら物質を外側に出すことは難しいと考えられる。以上のこ

とから地球は現在よりも多いH2O量を持っていても不思議

ではないと考えられる。

しかし、snow lineの移動は原始惑星の H2O獲得量に直

接的に関係するわけではない。なぜなら、snow lineが 1AU

以内に移動してきた時、地球近辺はH2Oが不足した’dry’な

状態だったからだ (Morbidelli et al. 2015)。これは、snow

line の移動のタイムスケールよりも、ガスの中心星方向へ

の移流のタイムスケールのほうが小さいことに起因する。

以上のことから、地球及び周辺の惑星への水の供給は、

その場での水の凝縮及び集積によって起こるものではなく、

原始惑星系円盤の外側から何らかの原因で運ばれてくるも

のと考えることができる。

その中で Sato et al. (2016)では、ペブル集積という新た

な原始惑星の水の獲得方法を導入し、獲得量を数値シミュ

レーションにより計算した。ペブル集積とは、cm-mサイ

ズのダスト：ペブルが円盤中のガスから抵抗を受けること

で、角運動量を失い中心星方向に移動していき、その過程

で原始惑星に集積することを言う。Sato et al. (2016)では、

このペブル集積による原始地球の H2O 獲得量を計算して

いる。この先行研究では、1AUに原始地球を設置し、円盤

の氷ダストの移流及び成長を解きながら惑星に氷ペブルを

集積させることで、原始地球が獲得するH2Oの量を計算し

ている。また、snow line が惑星を跨ぐ時刻を集積開始時刻

tsnowとしてパラメータを振って計算を行った。そして、そ

の結果から、現在の地球の水の含有率 (<0.023wt%)を満た

すための条件として、円盤サイズが rout=100AU,乱流の強

さが α > 10−3の時、tstart=2-4Myrでのみ達成できること

が判明している。更に、rout=300AUの時では水の含有率

は <0.023wt%を達成できないことも結果として出ている。

つまり、現在の地球のような少ない水の惑星を実現させる

には、小さい円盤サイズ、遅い tsnowが必要ということがわ

かっている。

そこで本研究では、ガス円盤の時間進化を解き、snow line

を時間とともに移動させることで、snow line が惑星を順に

跨ぎより現実に則した計算を行う。また惑星も火星、地球、

金星を想定した 3つの惑星を設置し、各惑星が獲得する水

の量を数値シミュレーションを用いて計算した。

本研究の目的はペブル集積による惑星の水の量を計算し、

地球の水の由来としてペブル集積によるものかどうかの可
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能性を議論することにある。また、火星、金星の水につい

ても同様に議論を行う。

2 Methods

本研究では、ガス円盤の時間進化のモデルとして自己相

似解を用いた (LyndenBell&Pringle 1974)。以下は用いた

自己相似解の式である。

Σg = 2000

(
r

1AU

)−1

T−3/2exp

(
− 1

T

r

rout

)
[g/cm2] (1)

T = 1 +
1

r2out/3νout

rout は円盤の大きさ、νout は円盤外縁での動粘性係数であ

る。tは円盤形成時から経った時刻である。tdiff = r2out/3νout

はガス円盤の拡散のタイムスケールを表している。円盤ダ

ストの初期状態はΣd,0 = 0.01Σg,0を採用した。また、円盤

の温度構造 T は、T = min(Tirr, Tvis)を採用しており、Tirr

は中心星放射、Tvis は円盤ガスの粘性加熱による温度であ

る。それぞれの式は以下で表される。(Oka et al. 2011;Ida

et al. 2016)

Tirr = 150

(
L∗

L⊙

)2/7(
M∗

M⊙

)−1/7(
r

1AU

)−3/7

[K] (2)

Tvis = 200

(
κ

3cm2/g

)1/5(
α

10−3

)−1/5(
Ṁ

10−8M⊙/yr

)2/5

×
(

r

1AU

)−9/10

[K] (3)

L∗,M∗は順に中心性のルミノシティ－と質量。κは円盤の

オパシティー、αは乱流パラメータ、Ṁ = 2πrvgrΣg は全

物質の中心星への降着率を表す。ガスの動径方向の速度 vgr

は、

vgr = − νout
2rout

(
1− 2

T

r

rout

)
(4)

で表される。

本研究において、円盤中のダストの成長及び面密度の時

間進化を計算する際に用いた式は以下の 2つである。

∂Σd(r)

∂t
= −1

r

∂

∂r
[rvr(r, ⟨m⟩p)Σd(r)] (5)

∂N
∂t

= −1

r

∂

∂r
(rvr(r, ⟨m⟩p)N )−K(r, ⟨m⟩p, ⟨m⟩p)N

2

(6)

ここで、Σdはダスト面密度、vrはダストの中心星方向への

移流速度、N はダストの個数面密度、K はダスト同士の衝

突率係数である。⟨m⟩pはピークマスと呼ばれ、ダストの質

量分布を考慮しないことを目的として用いられる、ある中

心星からの位置での代表的なダスト質量を指し、以下の式

で表される。(Sato et al. 2016)

⟨m⟩p ≡
∫
m2Ndm∫
mNdm

(7)

惑星によるペブルの捕獲は、円盤中のガス抵抗及び惑星

の重力によって起こる。惑星が単位時間あたりに獲得する

ペブル質量は以下の式で表される。(Guillot et al. 2014)

Ṁe = min

(
2bset,

πb2set√
2πhd

)
(8)

ここで、bsetは原始惑星の捕獲半径、hdはダストスケー

ルハイト、∆vsetはダストが原始惑星に集積する際の相対速

度を表しており、以下の式で表される。

∆vset = ηvK +
3

2
bsetΩK (9)

ここで η はガスの軌道周回速度のケプラー速度からのず

れを表す 10−3 オーダーの無次元パラメータ。vK はケプ

ラー速度を指す。また、集積率 Me の min(. . . ) はペブル

が原始惑星に降着する際の過程の違いを表している。前者

の際の降着は 2D(2 次元) の様式で進行し、bset ≫ hd の

時 Ṁ = 2bset∆vsetΣd の形で与えられる。後者の際の降

着は 3D(3 次元) の様式で進行し、bset ≪ hd の時 Ṁ =

πb2set∆vsetρd(ρd = Σd/
√
2πhd)の形で与えられる。

本研究では、惑星によるダスト面密度、個数密度の減少

効果も考慮した。半径 r、幅∆rの円環の単位時間あたりの

質量の増減を考えると、惑星のペブル捕獲によるダスト面

密度の減少率は以下の式で表される。(
∂Σd

∂t

)
acc

= − Ṁe

2πr∆r
(10)

ダスト個数面密度に関する、惑星のペブル集積による減少

率も同様にして求められ、以下の式で表される。(
∂N
∂t

)
acc

= − 1

⟨m⟩p
Ṁe

2πr∆r
(11)

上記の二式を円盤ダストの時間発展の式に新たな項として

加える事で、惑星のペブル集積による円盤ダストの現象を

考慮した計算を行うことが可能になる。

3 Results

本研究では、円盤が形成された時刻を t = 0として、時刻 t

を定義している。計算では、いくつかのパラメータを振って

計算を行った。振ったパラメータとしては、円盤サイズ rout、
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乱流パラメータ α、円盤の拡散のタイムスケール tdiff(実際

には動粘性係数 νout)の 3つがある。パラメータの範囲とし

ては、rout = 30, 100, 300AU、α = 10−4, 10−3, 10−2、tdiff

については rout = 100AUの時 tdiff = 1, 3, 5Myrとなるよ

うに νout の値を変化させて計算を行った。

上記のようにパラメータを振った際に、各惑星の最終的

(10Myr)な含水率がどのように変化するかを調べた。惑星

の含水率は以下の式で表される。

fH2O(t) ≡
∫ t

tstart
0.5Me(t

′)dt′

Me,0 +
∫ t

tstart
Ṁe(t′)dt′

=
Me(t)−Me,0

2Me(t)
(12)

式中の 0.5は円盤中のダスト中の氷とその他の物質の比が

1:1と仮定していることに起因する。

上記の計算式を用いて実際に地球が獲得する含水率を計算

した結果が図 1。上のグラフが rout = 100AU、下が rout =

30AUの計算結果を表している。

2つのグラフを比較すると、rout = 30AUの方が早くペブ

ル集積を開始しており、より多くの水を獲得している。円

盤の拡散タイムスケール tdiff = r2out/νout は rout に比例す

る形を取っている。故に、rout = 30AUの方がより短い tdiff

を持つので、snow line の移動もより早くなり、snow line

が 1AUを跨ぐ時刻が早くなる。

また、どちらのグラフも 5Myrの青い線の場合が他の 2つ

の線の場合よりも早く snow line が 1AUを跨いでいるが、

これはパラメータである動粘性係数 νoutを小さくすること

で、円盤の降着率 Ṁ が小さくなり、円盤の中心領域を支配

している粘性加熱が弱まり、snow line の初期位置が 1AU

により近い位置にあることが原因。故に snow line が惑星

を跨ぐ時刻が早まり、より多くの氷ペブルを集積する結果

となっている。

4 Discussion,Conclusion

本研究の計算結果から円盤の拡散タイムスケール tdiff が

大きいほど snow line が惑星を跨ぐ時刻が早くなることが

分かった。これは、動粘性係数 νout を小さくすることで、

円盤降着率 Ṁ が小さくなることが原因となっている。Ṁ

は以下の式で表される。

Ṁ = 2πrvgrΣg (13)

νoutを小さくすると、vgrが小さくなり、Ṁ が小さくなる。

故に粘性加熱による円盤温度が低くなるので、snow line が

早く内側に移動してくる結果となる。

snow line が早く内側に移動してくると、円盤の外側領

域に残っている氷ダストの総量が大きくなり、惑星が捕獲
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図 1: 地球含水率の時間進化。横軸が時刻、縦軸が惑星の含水率 (wt%)。

上のグラフが rout = 100AU、下が rout = 30AU の時の計算結果。グラ

フ中の線は、赤、緑、青の順に、円盤の拡散のタイムスケールが tdiff =

1, 3, 5Myr での計算結果を表している。

できる氷ペブルの量も大きくなるため、作成の最終的な含

水率も大きくなる。故に拡散タイムスケールが大きいほど、

含水率が大きくなる結果となった。
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ジャイアントインパクト説による天王星の衛星形成

石澤 祐弥 (京都大学宇宙物理学教室M1)

Abstract

　天王星は他の太陽系内惑星と異なり、公転面に対して赤道面が約 90度と大きく傾いている。さらに、天

王星の主な衛星はおよそ天王星赤道面上に分布している。これより、惑星形成期に衛星が形成される周惑星

円盤がすでに公転面に対して傾いていたと思われる。

　これらを説明するシナリオとして、ジャイアントインパクト (GI) モデルが考えられている (Slattery et

al., 1992)。GIモデルとは、比較的大きい原始惑星同士の衝突により周囲に散らばった破片から微衛星が形成

され、微衛星が重力で集められ衛星になるという説である。GIモデルならば赤道傾斜角の大きなずれを説明

できる可能性がある。それを論じるためには、まず天王星の衛星形成を説明できる必要がある。しかし、GI

モデルによる天王星衛星形成の詳細な検証は未だ成されていない。そこで、本研究ではその検証を進める。

　第一段階として、微衛星形成終了時から衛星形成までを、重力 N体計算を用いて考える。地球の月形成は

GIモデルによる説明が有力とされており、先行研究も多い。特に微惑星集積による月形成については多くの

N体計算が行われている (e.g., Ida et al., 1997)。その手法を参考に、天王星周りでの微惑星集積によって衛

星が形成される過程を N 体計算で検証する。N 体計算を行うにあたって、大規模並列粒子計算のためのフ

レームワーク、FDPS（Framework for Developing Particle Simulator）を適用した計算コードを開発した。

　今回は特徴的な計算モデルとして 2つの円盤モデルを扱い、それぞれの結果について議論した。円盤の初

期値に対して帰納的に制限を加える事を目的としたが、将来的には GIの衝突計算をもとに初期値に制限を

加え、天王星の衛星形成を検証したい。

1 Introduction

天王星は太陽系の 7番目の惑星であり、現在 27個

の衛星を持つことが知られている。天王星の赤道傾

斜角は 97.86◦であり、他の太陽系の惑星と比べて大

きく異なる。さらに天王星の主な衛星もおよそこの

赤道面上を周回している。このことから天王星の赤

道傾斜角が傾いた後にその赤道面に沿って衛星が形

成されていったと推定される。この天王星系が傾い

た原因としてジャイアントインパクト (GI)モデルが

考えられている (Slattery et al., 1992)。GIモデルと

は原始惑星同士の衝突により周囲に散らばった破片

が冷えて固まり微衛星となり、重力による微衛星集

積により衛星になるという説である。このGIモデル

により、天王星系の傾きを説明できる可能性がある。

Slattery et al. (1992)は GIの衝突計算を行ったが、

衛星形成の可能性の示唆するに留まっている。つま

りGIモデルによる天王星系形成を衛星形成まで論じ

た詳細な検証は未だ成されていない。今回はその検

証の第一段階として、GI後の微衛星形成終了時から

衛星形成の過程を重力 N体計算を用いて考える。

GIモデルは地球における月形成の有力説とされて

おり、多くの検証が成されてきた。今回の計算は月形

成の先行研究 (Ida et al., 1997, Kokubo et al., 2000)

を参考に行う。以下では N体計算モデルについて記

述した後、粒子数N=1000で行ったN体計算の結果

について検証していく。

2 Methods of calculation

FDPS（Framework for Developing Particle Sim-

ulator）という大規模並列粒子計算のためのフレー

ムワークがある (Iwasawa et al., in press)。大規模

かつ長時間の時間積分を要する粒子計算に対して、

FDPSを適用する事で計算コストを効率的に軽くで

きる。今回の衛星形成過程の重力 N体計算を行うに

際して、このFDPSを搭載した計算コード開発を行っ
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た。FDPSにエルミート法、衝突および合体過程を

組み込むことで、効率的で高い精度の粒子計算が期

待できる。

2.1 円盤モデル

天王星の衛星は現在 27個が確認されているが、そ

の内の５つの衛星が衛星総質量の 99%程を占める。

衛星総質量は天王星質量MUの 1万分の 1ほどであ

る。微衛星形成後の円盤質量Mdisk はこの数倍から

十数倍であり、その後降着や散逸で現在の衛星総質

量になったと考える。

円盤のモデルについては Ida et al. (1997)および

Kokubo et al. (2000)に従って同様の初期条件を考

える。微衛星の粒子数密度 n(m)は粒子質量mのべ

き分布を用いて、n ∝ m−αとする。今回の計算では

典型的な値として α =1.5を用いる。天王星の平均密

度 ρUを 1.27g/cm3、主衛星５つの平均から粒子の平

均密度を ρ=1.40g/cm3とする。粒子を球状の固体と

仮定すれば、粒子半径は以下のように見積もれる。

rp =

(
m

MU

) 1
3
(

ρ

ρU

)− 1
3

RU (1)

またロシュ限界半径 aR は、

aR = 2.456

(
ρ

ρU

)− 1
3

RU = 2.4RU (2)

となる。ロシュ限界半径とは、中心星周りを軌道運

動する天体が破壊されずに近づける軌道長半径の限

界である。ロシュ限界半径の内側では中心星の潮汐

力によって天体が破壊されてしまう。このロシュ限

界半径は衛星形成において特徴的な長さだと言える。

また面密度分布 Σ(a)は軌道長半径 aのべき分布

を用いて、Σ ∝ a−β とする。これを最小軌道長半径

aminから最大軌道長半径 amaxまで分布させる。円盤

は惑星と接していたと考えて、amin = RU = 0.42aR

とする。βについても典型的な値として β =3.0を用

いる。軌道傾斜角 iと軌道離心率 eはレイリー分布

用いて、平均二乗の平方根をそれぞれ
√
⟨i2⟩ = 0.15、√

⟨e2⟩ = 0.3とする。他の軌道要素は一様分布を用

いる。以上のような軌道要素で楕円軌道する粒子を

惑星周りに分布させ、円盤の初期値とする。

表 1: 円盤モデル
モデル 1 モデル 2

Mdisk 0.001MU 0.005MU

mmax/mmin 1000 100

amax 2.0aR 1.5aR

今回は特徴的な計算モデルとして 2つの円盤モデ

ルを扱い、それぞれモデル 1とモデル 2とする。そ

れぞれのモデルの初期値を表１に記す。モデル 1で

は軽く希薄な円盤、モデル 2では比較的重く密な円

盤を仮定している。

2.2 衝突および合体

粒子は大きさを持ち、円盤内で衝突と合体を繰り

返し衛星を形成する。衝突の判定は 2粒子間距離が

2粒子の半径の和を下回ったとき衝突が起こるとみ

なす。2粒子の衝突は非弾性衝突として扱い、衝突前

後の相対速度の垂直成分 vn、v′
n の間には、

v′
n = −ϵnvn (3)

という関係が成り立つ。ϵnは垂直方向の衝突係数で

あり、今回は典型的な値として ϵn=0.1として計算す

る。また水平方向の衝突の寄与や、粒子の自転は考

えないものとする。

合体は衝突後、2粒子の重心の回転座標系における

ヤコビエネルギーが負になり、かつ 2粒子の半径の

和がヒル半径内にある時に合体とする。ヤコビエネ

ルギー EJ とヒル半径 rH は以下のように表される。

EJ =
1

2
v′2 − 3

2
x2Ω2 +

1

2
z2Ω2

−G(m1 +m2)

r
+

9

2
r2HΩ

2 (4)

rH =

(
m1 +m2

MU

) 1
3

(5)

ここで、Ωは 2粒子重心の回転座標系における角速

度、x, y, rはそれぞれ回転座標系における相対位置、

距離を表す。またm1、m2はそれぞれ 2粒子の質量

を表す。

衝突後および合体後は 2粒子の重心速度と重心位

置が保存するように計算する。
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図 1: モデル 1(左)とモデル 2(右)に対する重力 N対計算結果について、時間 t=0, 100, 500, 999TKに従っ

て粒子位置をプロットした図。座標は天王星を中心に円筒座標系をとり、横軸は半径、縦軸は z座標を表

す。円の大きさは粒子の相対的な大きさを表す。

2.3 時間発展

重力相互作用による粒子の運動方程式 (式 6)をエ

ルミート法で時間積分する。

d2ri
dt2

= −
∑
j ̸=i

Gmj
ri − rj
|ri − rj |3

(i, j = 1, 2, ..., N) (6)

エルミート法とは時間積分法であり、今回は 4次精度

のエルミート法を用いる。質量、距離、時間はそれぞ

れ天王星質量MU、ロシュ限界半径 aR、ケプラー時間

TK(Ω
−1
K )で規格化する。ケプラー時間とはケプラー角

速度ΩKの逆数で表される時間の単位であり、ロシュ

限界半径におけるケプラー角速度 ΩK =
√
GMU/a3R

を基準としている。1TK ∼ 5hour 程である。積分は

t = 0から t = 1000TK まで行う。

3 Results

初期円盤のモデル 1とモデル 2に対する計算結果

を図 1に記した。モデル 1では円盤質量が小さいが、

粒子は幅広く分布している。時間の経過とともに粒

子の合体成長が緩やかにみられたが、特定の粒子の

急進的な成長は見られなかった。t=999TKの段階で

は、最も大きい粒子の質量は 2.8× 10−5MUほどで、

1.0× 10−5MUを超える質量の粒子は多く見られた。

次にモデル 2では円盤質量が大きく、粒子は比較

的密に分布している。時間の経過とともに独占的に

合体成長をする粒子がいくつか見られた。t=999TK

の段階では、最も大きい粒子の質量は 7.6×10−4MU

ほどで、1.0 × 10−4MU を超える粒子は計 4つみら

れた。

二つのモデルに共通して初期円盤の質量の 1/3ほ

どが、t=500TK までに惑星表面に落下していた。
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図 2: モデル 1の計算結果 t = 999TK における質量

が 1.0 × 10−5MU を超える粒子と共に、現在の天王

星の主な 4つの衛星（軌道長半径の小さい方から順

にアリエル、ウンブリエル、チタニア、オベロン）を

軌道長半径に対してプロットした。0.42aR付近の赤

い縦線は天王星半径を示す。

4 Discussion

天王星の衛星の中でも最も質量の大きい衛星チタ

ニアは 4×10−5MUほどである。それに次いで衛星ア

リエル、ウンブリエル、オベロンは 2− 3× 10−5MU

ほどの質量を持つ。それらに次ぐ衛星ミランダは 8×
10−7MU と比較的質量が小さく、その他の衛星はさ

らに数百分の一ほど小さい。軌道長半径の進化につ

いては衝突の角運動量交換以外にも潮汐力や自転の

効果も考えられるため、今回の結果では粒子質量の

進化に着目した。

モデル 1の結果において t=999TKでの質量が 1.0×
10−5MU を超える粒子を、４つの主な天王星衛星と

共に図に表した (図 2)。現在の衛星と同程度の質量の

粒子が形成されている。t=999TKまでの計算では合

体成長段階が終了しておらず軌道も安定したとは言

えないので、さらに長い時間積分が必要である。モ

デル 2の結果では天王星衛星に比べて全体的に大き

い質量を持つ粒子が形成された。時間の経過に対し

て円盤の z方向の収縮が見られ、衝突頻度は増えて

合体成長が速やかに進んだ。しかし衛星が成長し過

ぎているため、モデル 2の円盤が適切な初期条件と

は考えにくい。

これらの初期円盤の広がり (amax)に対して円盤質

量の制限を帰納的に見いだせる可能性がある。計算

のサンプルが増えれば、円盤の最小質量や面密度の

依存性など議論ができる。

5 Conclusion and Future work

ジャイアントインパクト (GI) モデルによる天王

星の衛星形成を論じるために、第一段階として微衛

星形成終了時から衛星形成までについて重力 N体計

算によるシミュレーションを行った。それに際して、

FDPSにエルミート法と衝突および合体過程を組み

込んだコード開発を行った。重力 N体計算の初期条

件については地球の月形成モデル (Ida et al., 1997,

Kokubo et al., 2000)を参考にした。特徴的な 2つの

初期円盤モデルの計算結果について議論した。モデ

ル 1では緩やかな合体成長過程の結果、現在の衛星

質量ほどの粒子が形成された。

今回の計算は 2つのモデルのみに留まったが、粒

子数を増やしてパラメータを細かく変えて計算を行

い、多様な円盤モデルの比較を可能にしたい。

そして次の段階として、原始天王星におけるGIの

衝突計算の結果を用いて円盤の初期条件に制限を加

えることを目的とする。多様な円盤モデルに対する

N体計算結果から帰納的に加えられる初期円盤の制

限と、GI衝突計算から演繹的に加えられる制限が互

いに整合性を持つか検証したい。それによって天王

星系形成をGIモデルで説明できるか議論できる。さ

らに氷惑星である天王星の化学組成が衛星の衝突お

よび合体成長にどのような影響を与え得るか、加え

て検証していきたい。
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Chandra衛星によるHD189733bのトランジット観測

上塚　奈々絵 (奈良女子大学大学院 人間文化研究科 物理科学専攻)

Abstract

2013年に Poppenhaegerらは初めてＸ線でトランジット現象を観測することに成功した。最近では X線天

文衛星 Chandraや XMM-Newtonによって X線観測は増えつつある。可視光や赤外線は惑星大気を通過す

ることができるが、X線は大気中の原子や分子によって光電効果を受けるため通過しにくい。この特徴を利

用して、系外惑星の大気に関する研究が一段と飛躍すると期待されている。系外惑星 HD189733bのトラン

ジット観測より、可視光で観測された主星 HD189733の減光率、すなわちトランジット中の光度差は 2.41%

程度であることがわかった (Winn et al. 2007, ApJ, 133, 1828)。しかし、Poppenhaegerらによると、X線

では (8.1± 3.2)%であった (Poppenhaeger et al. 2013, ApJ, 773, 62)。X線によるトランジット中の光度

差が大きくなった原因として、主星から放射された X線が惑星大気を通過するときに光電吸収を起こしてい

るためと考えられる。本研究では、X線のライトカーブによるトランジット現象の再現実験に加えて、スペ

クトルをトランジット中とトランジット前後の 2種類のスペクトルを用いて惑星大気による吸収の効果を調

べた。

1 Introduction

1995年にドップラー法で最初の系外惑星の発見以

降、系外惑星の分野は著しく発展し続け、現在では、

発見した惑星の内部構造を研究することも盛んに行

われている。

　トランジット法はドップラー法に次いで確立され

た系外惑星の代表的な観測手法である。様々な波長

による観測で、トランジット中の透過スペクトルに吸

収線が存在するかということを調べ、惑星大気の成

分を推測することができる。これまでに可視光や赤

外線波長によって、大気中にNaのようなアルカリ金

属や水など、原子、分子、ダストが存在していること

がわかってきた (Charbonneau et al. 2002; Grillmair

et al. 2008)。

　近年では、Poppenhaeger らが初めて X 線で

HD189733b のトランジット現象を観測することに

成功し、トランジット中の光度差は (8.1± 3.2)%で

あった (Poppenhaeger et al. 2013)。この結果は可視

光観測で得られた 2.41 %よりも深い。原因として、

可視光では光学的に薄く、X線では光学的に厚い惑

星大気の存在が考えられる。Poppenhaegerらは未調

査であるが、トランジット中の主星の X線スペクト

ルに吸収の効果が見られるはずである。

　本研究では、Poppenhaeger らと同じ Chandra

のデータを用いて 2 つの解析を行った。1 つ目は

HD189733bトランジット現象の再現実験を行い、可

視光よりも減光率が大きくなっていることを確認す

ること、2つ目はトランジット中の透過スペクトルと

トランジット前後のスペクトルを解析し、惑星大気

による吸収の効果を調べることである。

2 Observation

X線天文衛星「Chandra」は空間分解能力が優れ

ているため、主星と伴星を区別して観測することが

できた。Chandraによる観測は 6回行われているが、

Obs ID=12341はトランジット中に恒星フレアが発

生していたため今回は使用せず、残りの 5つのデー

タを用いて解析を行った。表 1に観測データのログを

示す。解析には背面照射型のCCDカメラ、ACIS-S3

のデータを使用し、検出器由来のフレアを取り除い

た。図 1はHD189733系のX線イメージで、表 2は

この系の基本物理量である。
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表 1: HD189733の X線観測ログ
Obs ID 観測開始時刻 観測時間 (ks)

12340 2011 Jul 5 11:56:51 19.2

12341 2011 Jul 21 00:23:17 19.8

12342 2011 Jul 23 06:18:51 19.8

12343 2011 Jul 12 03:26:19 19.8

12344 2011 Jul 16 13:45:59 18.0

12345 2011 Jul 18 19:08:58 19.8

図 1: HD189733 系の ACIS-S3 イメージ (カラー)。

source 領域は主星の中心から半径 2.′′5 の円形の

領域 (白実線)。Background 領域は半径 2.′′5 か

ら 5.′′0 の領域 (緑点線)。中心は RA:20:00:43.70

DEC:22:42:36.40。矢印が指すのは伴星HD189733B。

表 2: 基本物理量

主星 HD189733A

質量 (M⊙) 0.8± 0.4

半径 (R⊙) 0.805± 0.016

太陽系からの距離 (pc) 19.3± 0.2

スペクトル型 [連星系] K2V

色指数 [B-V] +0.93

K2Vの標準色指数 [B-V] +0.91

惑星 HD189733b

質量 (MJup) 1.142± 0.025

半径 (RJup) 1.138± 0.077

軌道長半径 (AU) 0.03142± 0.00052

軌道周期 (day) 2.2185731± 0.0000008
Extrasolar Planets Encyclopaedia

(http://exoplanet.eu)、Koen et al.(2010)より。

3 Analysis & Results

3.1 トランジット現象の再現実験

図 1 に示したように source領域を定義し、エネル

ギー範囲 0.2 – 2.0 keVでライトカーブを作成した。

惑星は周期的な動きで主星の周りを回るので、トラ

ンジット現象も周期的に起こる。そこで、トランジッ

トの中心となる時刻を phase=1.000とし、観測時刻

を公転運動の位相に変換した。統計を上げるために、

5つの観測データを足し合わせた。
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図 2: 観測全体のライトカーブ。データ点あたり 15.8

分の光子カウント数で、誤差は 1σ。破線:トランジッ

ト前後の平均光子カウント数、ドット–破線:左から

1st, 2nd, 3rd, 4th contactの位相を示す。

図 2は観測データ 5つを足し合わせたライトカー

ブで、1つのデータ点あたりの集積時間は 15.8 分で

ある。結果は、nin = (249 ± 7) カウント、nout =

(274± 8)カウント となった。ここで、ninはトラン

ジットの中、2nd contact – 3rd contactの間の平均

光子カウント数で、noutはトランジットの前後、1st

contact前と 4th contact後の平均光子カウント数で

ある。ninと noutの比較から、光度差は (9.1±3.7)%

となった。これは誤差の範囲で先行研究と一致し、X

線波長におけるトランジットの際の減光は可視光波

長におけるものよりも大きくなることを確認した。

3.2 スペクトル解析

図 1 に示す source領域から天体のスペクトルを、

Background領域からバックグラウンドスペクトルを

作成し、5つの観測データを用いてスペクトル解析

を行った。観測時刻からトランジット中 (2nd – 3rd

contact) とトランジット前後 (1st contact 前、4th

contact後)でスペクトルを 2種類に分けた。スペク

トルを分けて解析を行うことで、トランジット中の様
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子を詳細に調べることができると考えた。スペクト

ルは 2種類ともそれぞれ 1つに足し合わせた。フィッ

トしたエネルギー範囲は 0.3 – 10.0 keVである。

　まず、主星本来のスペクトルを評価する。主星本

来のスペクトルはトランジット前後のスペクトルで

評価ができ、Poppenhaegerらと同様に

phabsISM ∗ (vapec + vapec) (1)

で再現した。phabsISM は星間ガスによる吸収で、

水素柱密度 NH で表す。色超過から見積もった値

NH = 1.18× 1020 cm−2 に固定した。色超過 EB−V

は星間吸収の水素柱密度と NH/EB−V = (5.9 ±
1.6) × 1021 cm−2mag−1 という関係がある。EB−V

は表 2の色指数より求めた。vapecは熱的プラズマ

の放射モデルで、元素組成比についてはHeを太陽組

成比、その他を太陽組成比の 0.3倍で固定し、2成分

の温度と強度をフリーパラメータとした。

　次に、主星スペクトルの光子統計を上げ、スペク

トル変化を調査するためにトランジット中とトラン

ジット前後のスペクトルを同時フィットする。トラン

ジット中の主星スペクトルパラメータはトランジッ

ト前後と共通にする。

• モデル (1) : 大気なし、惑星断面積分だけ減光

まず初めに、図 3のように惑星に大気がない場合

を考えた。このモデルは、可視光波長におけるトラ

ンジットの状態である。トランジット中は、惑星の断

面で光が遮られて減光している様子を再現した。モ

デルは

phabsISM ∗ (vapec + vapec) ∗ constant (2)

constantは観測者が受け取る X線の強度比を示す。

表面でX線が遮られたときの減光率は可視光波長の減

光率 2.41%と等しいと考え、トランジット中の強度比

は constant = 0.9759で固定した。フィット結果は図 4

に示す。このとき、χ2/d.o.f. = 116.71/103 = 1.133

であった。

図 3: モデル (1)の様子。左の主星から来た X線は、

惑星の表面で遮られる。右の観測者には惑星と重な

らない方向からの X線が直接届く。
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図 4: モデル (1)のスペクトル解析の結果。赤:トラ

ンジット中、黒:トランジット前後。

• モデル (2) : 大気あり+大気はX線をすべて吸収

次に図 5のように惑星に大気があり、大気は X線

をすべて吸収する場合を考えた。モデルは式 (2)を用

い、トランジット中の constantをフリーにして強度

比を調べた。フィット結果は図 6に示す。このとき、

χ2/d.o.f. = 109.60/102 = 1.075で、トランジット前

後とトランジット中のスペクトル強度差は 12.7+6.3
−6.0 %

であった。再現実験で確認したライトカーブの光度

差は (9.1±3.7)%だったので、誤差の範囲で一致し、

スペクトル解析においてもトランジット中の減光を

確認できた。

図 5: モデル (2)の模式図。主星から来たX線は惑星

の表面で遮られ、大気 (水色)ですべて吸収される。

惑星と重ならない方向からの X線が観測者に届く。
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図 6: モデル (2)のスペクトル解析の結果。
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• モデル (3) : 拡がった大気あり+X線を一部吸収

最後に、大気が主星を覆うほど大きく拡がり、大

気は X線を一部吸収する場合を考えた。モデルは

phabsISM ∗ (vapec + vapec) ∗ constant ∗ phabs (3)

phabsは惑星大気の吸収を示す。トランジット中、表

面に遮られた分は 2.41% 減光するので constant =

0.9759とし、残りのX線は大気を通過し吸収の効果

を受ける。その大気の吸収度合いを水素柱密度 NH

で調べた。このモデルでは、大気による吸収は一様な

密度、厚みで生じると仮定しており、図 7のような円

筒形に分布していることになる。フィット結果は図 8

に示す。このとき、χ2/d.o.f. = 114.01/102 = 1.118

であり、NHは上限値が 3.0 × 1020 cm−2 であった。

図 7: モデル (3)の模式図。主星から来た X線は大

気を通ると一部吸収を受けて観測者に届く。
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図 8: モデル (3)のスペクトル解析の結果。

4 Discussion

どの程度フィットの改善性が見られるかを F検定

で調べた。大気なしの場合と大気が X 線をすべて

吸収する場合では、改善性は 98.9% であった。ま

た、大気なしの場合と大きく拡がった大気が X線を

一部吸収する場合では、改善性は 87.7%であった。

よって、系外惑星 HD189733b は表面以外に主星か

らの X線を吸収する大気が拡がっている可能性があ

る。また、モデル (3)による水素柱密度の上限値は

3.0 × 1020 cm−2 であった。しかし実際の大気は一

様ではなく、高度が高くなるにつれて密度は低くな

る。表面から近い高度では、密度が高く X線を多く

吸収していると考えられる。今回の再現実験より、

2.0 keV以下の X線が大気によってすべて吸収され

る半径は (2.36± 0.10)RJupである。表面半径のおよ

そ 2倍に拡がる大気は 2.0 keV 以下のX線を完全に

吸収する柱密度であることを踏まえた上で、惑星表

面からの厚みごとの密度を求めなくてはならない。

今後、求めた水素柱密度を目安に観測天体

HD189733b の大気密度分布の推定を試みたい。

木星など太陽系内の惑星を基本に大気構造を予測

し、さらに、ほかの系外惑星の大気構造も参考に導

いていきたい。
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直接観測で見る惑星・褐色矮星の大気構造

田中 祐輔 (東京大学大学院 理学系研究科 天文学専攻)

Abstract

太陽系外惑星の観測方法は日々進化しており、現在では直接に分光を行うことが可能になりつつある。直
接撮像によって現在検出されている惑星の多くは巨大ガス惑星から褐色矮星程度の性質を持つもので、地球
型惑星を検出するには至っていない。だが、他の間接的な探査方法 (視線速度法、トランジット法、重力マ
イクロレンズ法など)と比較すると、得られる惑星の性質という観点においては相補的な関係をなしている。
本公演では 4 つの恒星周りの天体を紹介するが、どれも巨大ガス惑星から褐色矮星の中間の性質を示すも
のであり、巨大ガス惑星や褐色矮星がどのように進化を遂げてきたのか、その進化モデルの構築のために大
変重要である。すばる望遠鏡では SCexAOに接続されて使用される面分光器 CHARISが稼働予定である。
SCexAOと CHARISが同時に稼働することによって従来すばる望遠鏡において行われていた系外惑星探査
よりも 10∼100倍暗いコントラストの惑星が直接観測できるようになる。直接観測による惑星探査において
さらに内側にまで迫れることになる。

1 序論
1995年に主系列星の周りに初めて系外惑星が発見
されて以来、太陽系外惑星の研究は急速に進化して
きた。太陽系外惑星の検出方法には直接観測と間接
的な検出に分けられる。間接的な探査方法には主に
トランジット法、視線速度法、重力マイクロレンズ
法といった方法が挙げられ、多くの系外惑星は間接
的な探査方法で見つかっている。直接観測は文字通
り惑星の光 (2016年現在では主に熱放射)を直接捉え
るものである。恒星として太陽を、惑星として木星
を考えると、恒星と惑星のコントラストは 10−9オー
ダーであり、この感度は容易には達成できない。そ
れゆえ、現在直接観測によって見つかっている惑星
の多くは、主星からのセパレーションが大きなもの
である。近年、直接観測による太陽系外惑星探査は
ますます進化を遂げ、「直接撮像」の時代から「直接
分光」へと突入しつつある。系外惑星の分光を行う
ことによって惑星の大気構造がわかり、惑星形成論
に制限をつけることが可能になる。本公演では、4つ
の天体 (GPI 51eri, HR8799, がか座 β星, GJ504)に
焦点を当て、分光観測の観点からどのようなことが
わかってきているかについてレビューを行う。こん
にちの分光観測は、近赤外から中間赤外の領域で行
われていることが多い。メタンなどの吸収線はこの

領域に存在するため、この範囲で分光を行うことに
よって大気中にメタンの有無がわかる。メタンなど
の有機分子は生体活動の結果現れる可能性のある分
子であり、地球型惑星のハビタビリティを議論する
上で重要であるほか、巨大ガス惑星の形成論に制限
を加える上でも重要である。また、ハワイのマウナ
ケア山に存在するすばる望遠鏡に、超補償光学装置
SCexAOにつなげる形で搭載される予定である面分
光装置CHARISを用いて、今後どのようなサイエン
スが期待されるかについて議論する。

2 現在検出されている惑星
2.1 GPI 51 eri b

主星の年齢が約 20Myrと若い系であり、惑星質量
は 2Mjupである。近赤外分光によって強い水とメタ
ンの吸収線を観測できた。スペクトルと測光観測の
結果から、有効温度が 600Kから 700Kであることが
明らかになった。惑星形成論の観点において、木星
のような巨大ガス惑星と、それよりもさらに重い惑
星 (あるいは褐色矮星)の橋渡しとなるようなサンプ
ルとして重要である (B. Macintosh et al. (2015))。
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図 1: GPI 51 eri の観測結果 (B. Macintosh et al.

(2015))雲が存在するモデルと存在しないモデルにつ
いてモデルフィッティングを行っている

2.2 HR8799 b,c,d,e

HR8799の周りには、直接撮像によって 4つの惑
星が発見されている。若い A型星の周りを回る惑星
であり、有効温度は 800-1200Kの範囲に収まってい
る。同じ温度領域の fieldの褐色矮星と比較すると、
「赤く」「暗い」惑星として知られている (Currie et

al. (2011))。このことは、HR8799を回る惑星が field

の褐色矮星よりも多くの雲やダストに覆われている
ことを示している (Currie et al. (2011))。HR8799b

には、強い水の吸収線が見つかっており、水素が豊
富な大気を有することが示されている (Barman et

al.(2011))。HR8799b,c,d,eの軌道長半径はそれぞれ
28AU,38AU,68AU,15AU である (Christian Marois

et al. 2008, Currie et al. 2011)。

2.2.1 各惑星の大気の特徴

近赤外線による分光観測によって、図 2に示したよ
うなスペクトルがとられている。この図から、以下の
ような傾向を見ることができる (B. R. Oppenheimer

et al. (2013))。

• b: アセチレン、二酸化炭素、アンモニアを含ん
でいるが、メタンの含有量は少ない。

• c: アンモニアを含んでおり、少量のアセチレン
を含んでいると考えられるが、二酸化炭素とメ
タンの含有量は少ない。

図 2: HR8799b,c,d,e の近赤外分光観測結果 (B. R.

Oppenheimer et al. (2013))

• d: アセチレン、メタン、二酸化炭素を含んでい
るが、アンモニアは乏しい。

• e: メタンとアセチレンを含むがアンモニアと二
酸化炭素は乏しい。

2.3 がか座 β星 b

近赤外の領域においては標準的な早期 ∼中期の L

型矮星のような性質を見せていたが、中間赤外の領
域で fieldの褐色矮星 (L型、T型)と比較すると明
るすぎる。雲と大きなダスト (∼ 60µm)を含むモデ
ルでは惑星の大気を再現することができなかった。
HR8799 b,c,d,eに見られるような、厚い大気に覆わ
れた、数 µmのダスト粒子を有するモデルでは、概ね
再現が出来ている (Curry et al. (2013))。有効温度は
1600K-1700Kである (Jeffrey Chilcote et al. 2015)。

2.4 GJ504 b

唯一 G 型星の周りで直接撮像された系外惑星で
ある。日本の系外惑星探査プロジェクト”SEEDS”に
よって発見された。他の直接撮像によって発見され
た惑星は比較的温度が高く (≥ 1000K)、厚い雲に覆
われているものが多かったが、この惑星は 600Kより
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図 3: GJ504b の色の比較 (M.Kuzuhara et al.

(2013))。HR8799に属する惑星よりも青い色をして
いることがわかる。

も低温で青い色をしており (図 3)、大気に雲が少な
いことがわかった (M.Kuzuhara et al. (2013))。こ
のことは晩期T型星 (褐色矮星)に一致する傾向であ
る。褐色矮星の多くには、メタンの吸収線が観測さ
れる。そのことを検証するために、すばる望遠鏡の
HiCIAOを用いて観測を行ったところ、メタンの強い
吸収線が観測された (Markus Janson et al. (2013))。

3 議論
前節で挙げた惑星は、いずれも褐色矮星から惑星
の中間的な性質を持つものが多く、地球のようなハ
ビタブル惑星に関しては、直接観測ができていない
のが現状である。だが、今後技術が進み、地球型惑星
の検出ができるようになった際に、その惑星の水や
有機分子の有無を調べることはハビタビリティの議
論の上では不可欠であり、その実現に向けて分光観
測の技術を進展させておくことは有益である。また、
今回挙げたような褐色矮星と惑星の中間的な性質を
持つ惑星の大気構造を分光観測によって調べること
で、惑星の形成や進化の過程に制限をつけることが

図 4: CHARIS と SCexAO の組み合わせで達成さ
れるコントラスト比 (Michael W. McElwain et al.

(2012))。SEEDSプロジェクトの時代よりも 10∼100

倍感度が良くなっているのがわかる。

できる。ハワイのマウナケア山に存在するすばる望
遠鏡には、超補償光学 SCexAOに取り付けて使われ
る面分光器CHARISが始動予定である。SCexAOと
CHARISを同時に用いることで、直接撮像によって
検出できる惑星のコントラストは大幅に改善される
(Michael W. McElwain et al. (2012))。太陽と木星
のコントラストである 10−9のオーダーは達成できて
いないが、さらに内側に存在する惑星の大気を分光
できることになる。

4 結論
現在直接観測によって検出できている太陽系外惑

星は、主星からの軌道が大きな巨大ガス惑星∼褐色
矮星が多く、地球型惑星を直接観測するには至って
いない。すばるにCHARISが搭載された後には、検
出できる主星と惑星のコントラスト比は現状よりも
2桁ほど改善される見込みであり、ハビタビリティの
議論には至らないがより内側の惑星の大気構造に迫
れるであろう。
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ٿߴେ͔ؾΒͷXઢًઢεϖΫτϧͷղੳ

ా Ղܙ େֶେֶӃۄ࡛) ཧڀݚֶՊ)

Abstract

ɹيಓΛपճ͢Δ X ઢఱจӴʮ͘͢͟ʯʢMitsuda et al. 2007ʣͷࢹʹೖΔরதͷٿେ͔ؾΒ

ɺૉૉͷًઢεϖΫτϧ͕ಘΒΕ͍ͯΔɻࠓճɺզʑ͘͢͟ͷ؍ଌσʔλ͔ΒଠཅͷӨڹΛ͘ڧ

ड͚͍ͯΔனͷٿΛ؍ଌ͍ͯ͠ΔσʔλΛऔΓग़͠ɺͷٿΛ؍ଌ͍ͯ͠ΔؒଳͷσʔλΛࠩ͠Ҿ͘

͜ͱͰɺরେ͔ؾΒͷ XઢεϖΫτϧΛಘͨɻେߏؾϞσϧ͔ΒɺಘΒΕͨ؍ଌσʔλߴ 100 km

ఔͷߴେ͔ؾΒͷཚ͕ओͳΛͳ͍ͯ͠Δޫܬ Xઢͱ͑ߟΒΕΔɻ400 eVͱ 530 eVۙʹݟ

ΒΕΔૉͱૉͷ KًઢΛཚ࿈ଓͱൺֱ͢Δ͜ͱͰɺͦΕͧΕͷͱԽ߹ͷׂ߹ΛٻΊͨɻ

1 Introduction

ɹߴେؾͱɺݍΑΓ্ͷߴ 80-1000

kmʹ͕Δ࠷্ͷେݍؾͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷྖ

ҬͰଠཅ͔Βඈདྷ͢Δՙిཻࢠ֎ઢɾXઢ์

ࣹΛٵऩ͠ɺೖྗޫղʹΑͬͯͱҟͳͬ

ͨిঢ়ଶͷࢠݪɺࢠɺԽ߹͕͋Δͱ͑ߟΒΕ

͍ͯΔɻͦͷԽֶฏߧɺଠཅ์ࣹڧʹΑͬͯม

Խ͢Δͱ͑ߟΒΕɺରྲྀݍͷީؾมಈʹؒతʹ

Ө͢ڹΔՄੑ͕͍ߴɻ

ਤ 1: Xઢͷಁաڑͱಁաͷάϥϑɻ੨ઢظ

͞ΕΔૉͷKًઢɺઢظ͞ΕΔૉͷKً

ઢͷΤωϧΪʔͷXઢ͕ߴ 1000 km͔Βೖࣹͨ͠

ͱ͖ʹਐΉڑΛ͍ࣔͯ͠Δɻ

ɹେؾΛߏ͢ΔݩૉߏߴʹΑͬͯมԽ͢Δɻ

ਤ 1ଠཅXઢͷཚஅ໘ੵΛྀͨ͠ߟ߹ͷXઢ

ͷߴେؾͷಁաߴΛܭʹΑͬͯٻΊͨͷ

ਤ 2: ݍԹͱେؾͷมԽʢJacchia, 1971ʣ

Ͱ͋Δɻਤ 1ʹΈΒΕΔΑ͏ʹɺ410 eVͱ 520 eV

ۙʹݟΒΕΔૉͱૉͷ Kًઢߴ 150 km

·Ͱ౸ୡ͢Δͱ͑ߟΒΕΔɻਤ 2ݍͷԹͱେ

,ͷมԽʢJacchiaؾ 1971ʣΛܭʹΑͬͯٻΊ

ͨϞσϧͰ͋Δɻ͜ͷܭʹΑΕɺߴ 200 kmΛ

͑Δͱɺେؾͷʹେ͖ͳมԽ͕ੜ͡Δͱ༧

͞ΕΔɻਤ 1ΑΓଠཅXઢͷૉɾૉKًઢଳΛ

ཚ͢Δͷɺ150-200 kmͷߴͷେؾͱਪఆͰ͖

ΔͷͰɺরେؾͷ Xઢ؍ଌʹΑͬͯେ͖ͳมԽ͕

༧͞ΕΔߴͷ࣮ࡍͷେؾΛଌఆͰ͖ΔՄ

ճɺզʑΤωࠓͱ͕͔Δɻͦ͜Ͱ͍͜ߴ͕ੑ

ϧΪʔଆͷ؍ଌՄʹͨ͠ʮ͘͢͟ʯͷ؍ଌσʔ

λΛ༻͍ͯٿେ͔ؾΒಘΒΕΔ XઢεϖΫτϧͷ

ղੳΛ͍ߦɺߴେؾʹؚ·ΕΔૉͱૉͷׂ

߹ΛٻΊͨɻ
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2 Observations

ࡌଌσʔλʮ͘͢͟ʯʹ؍͍ͨ༺ʹճղੳࠓ

͞Ε͍ͯΔ X ઢ CCD ΧϝϥͰ͋Δೈ X ઢݕग़ث

ʢX-ray Imaging SpectrometerʀXIS, Koyama et al.

2007ʣͰಘΒΕͨ 2005 9݄ 10ͷσʔλͰ͋Δɻ

XISʹ XIS0ɺXIS1ɺXIS2ɺXIS3ͷ 4͕͋Γɺ

ͦͷXIS0ɺXIS2ɺXIS3ද໘রࣹܕʢFrontside

Illuminated; FIʣɺXIS1ͷΈཪ໘রࣹܕʢBackside

Illuminated; BIʣͰ͋ΔɻFIͰXઢ͕ిۃଆ͔Β

ೖࣹ͢ΔͨΊɺΤωϧΪʔͷ XઢిۃͰٵऩ͞

Εͯ͠·͏ɻҰํɺBI Ͱ X ઢ͕ిۃͷٯଆ͔Β

ೖࣹ͢ΔͨΊɺΤωϧΪʔଳͷݕग़ʹ༏Ε͍ͯΔɻ

ճզʑ͕ಘ͍ͨࠓ XઢεϖΫτϧ 350-600 eV Ͱ

͋ΔͷͰɺΤωϧΪʔଳͷ؍ଌʹ༏Ε͍ͯΔXIS1

ͷ؍ଌσʔλΛ༻͍ͨɻ

3 Data Analysis

ղੳʹ HEAsoft version 6.18 Λ༻͍ͨɻεΫ

τϧղੳʹ XSPEC version 12.9.0iΛ༻͍ɺxisrm-

fgen ͱ xissimarfgenΛ༻͍ͯ࡞ͨ͠ԠؔΛ༻

͍ͨɻεϖΫτϧͷόοΫάϥϯυσʔλͱͯ͠

ɺಉʹಘͨٿͷσʔλΛ༻͍ͨɻ

3.1 Data Screening

ɹ؍ଌσʔλͷத͔ΒٿͷরେؾΛ؍ଌͨ͠

σʔλΛநग़͢ΔɻԿεΫϦʔχϯά͞Ε͍ͯͳ

ଌσʔλ͔Β؍͍ hot pixelΛऔΓআ͘εΫϦʔχϯ

άΛޙͨͬߦɺXSELECTΛ༻͍ͯ؍ଌσʔλʹޙ

ʹड़Δ 5ͭͷϑΟϧλΛ͔͚ͯσʔλϦμΫγϣ

ϯΛͨͬߦɻ·ͨɺ؍ଌ͞ΕΔେؾͷߴΛݶఆ͢

ΔͨΊʹɺ؍ଌྖҬͷத৺ͷσʔλͷΈΛ༻͍ͨɻ

ɾELVʢEarth elevation angleʣ < -20

ɹ ճࠓ ELV < -20 ͱ༻͍Δ͜ͱͰٿ͔Βͷ

၆֯ -20 Ҏ্ͷσʔλΛબͨ͠ɻ

ɾDYEʢDay earthʣʊ ELV > 5 ,

ɹ NTEʢNight earthʣʊ ELV > 5

ɹ ELVؚ͕ٿ·Ε͍ͯΔσʔλΛআ֎͢Δͷʹ

ର͠ɺDYEʊ ELV > 5 ͱ NTEʊ ELV > 5 ͦ

ΕͧΕனٿɺ͔ٿΒͷ֯ 5ҎԼͷσʔλ

Λআ֎͢ΔίϚϯυͰ͋ΔɻனٿͷσʔλΛநग़

͢ΔࡍɺNTEʊ ELV > 5Λ༻͍Δ͜ͱͰٿͷ

σʔλΛআ֎ͨ͠னٿͷΈͷσʔλΛಘͨɻ·ͨɺ

όοΫάϥϯυͱͯ͠ٿͷσʔλΛಘΔͨΊ

ʹɺٯʹ DYEʊ ELV > 5 Λ༻͍ͨɻ

ɾSAAʢSouth Atlantic Anomaryʣ = 0 ,

ɹ TʢTime afterʣʊ SAA > 436

ɹٿͷೆҢ 31ͷϒϥδϧ͔Βେ༸্ۭʹɺ

ՙిཻ͕ࢠҟৗʹଟ͍ΤϦΞɺೆେ༸࣓ؾҟৗଳ

ʢSAAʣ͕͋Δɻ͜ͷΤϦΞΛ௨ա͢Δࡍଟྔͷՙ

ͷͨΊʹਖ਼ৗͳσʔλ͕ಘΒΕͳ͍ͷͰɺഉࢠཻి

আ͢Δඞཁ͕͋ΔɻSAA = 0  SAAΛ௨ա͢Δ

ؒଳͷσʔλΛഉআɺTʊ SAA > 436  SAAΛ௨

ա͔ͯ͠Β 436ඵͷσʔλΛબ͢Δ͜ͱΛҙຯ͠ɺ

XISʹΑΔ؍ଌͷਪͰ͋Δɻ

ɾCORʢCut off Rigidityʣ > 6

ɹ࣓ߗؾ 6 GV ҎԼͷྖҬΛ௨ա͢ΔؒଳΛ

আ֎͢Δɻ

ɹ͜ΕΒͷબʹΑͬͯɺʮΦϯιʔεʯͱʮόοΫ

άϥϯυʯεϖΫτϧΛͦΕͧΕ࡞Γɺ͜ΕΛࠩ

͠Ҿ͘͜ͱͰরେؾͷ XઢεϖΫτϧΛಘͨɻಘ

ΒΕͨεϖΫτϧͷੵؒ 913.16 ඵͰ͋ͬͨɻ

3.2 Spectral Analysis

ΠϝʔδྖҬͷେؾΛΔͨΊɺεϖΫτϧ

ղੳΛͨͬߦɻ͡Ίʹ؍ଌྖҬ͕ΤωϧΪʔଆ

Ͱ͋ΔͨΊɺ੍ಈ์ࣹͷཚΛ͑ߟΔඞཁ͕͋Δɻ

੍ಈ์ࣹͷ XઢεϖΫτϧߴ 100-200 kmʹ͓

͍ͯɺ0.1 keVۙͰ࠷େͷϐʔΫΛࣔ͢ͱܭͰ

ΊΒΕ͍ͯΔٻ (Ӭా, দོ, 1973)ɻΑ੍ͬͯ

ಈ์ࣹͷεϖΫτϧ͖ଇʹै͏ͱ͑ߟɺݱ

తʹ Power-lawͰද͠ɺًઢΛ 2ͭͷ gaussian

ϞσϧͰϑΟοςΟϯάͨ͠ɻ·ͣɺ͜ΕΒͷϞσϧ

ͷύϥϝʔλΛશͯ freeʹͯ͠ϑΟοςΟϯάΛߦ

͍ɺPower-lawΛධՁͨ͠ɻ͜͜ͰಘΒΕͨϕετ

ϑΟοτͰ Power-lawΛݻఆ͠ɺ͜ͷڀݚͷର

ͱͳΔ 2ͭͷًઢεϖΫτϧΛҎԼͰड़Δ༷ʑͳ
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ϞσϧΛ༻͍ͯ࠶ධՁ͢Δɻਤ 3ΑΓɺ0.4 keVʹ

ϐʔΫΛͭ gaussianϞσϧૉKًઢͷεϖΫ

τϧͰ͋Γɺ0.54 keVʹϐʔΫΛͭ gaussianϞσ

ϧૉ KًઢͷεϖΫτϧͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

ɹ࠷ॳʹཚΛධՁͨ͠ͱ͖ͱಉ༷ɺʢAʣͦΕ

ͧΕͷًઢΛͦΕͧΕ 1ͭͷ෯Λͭ gaussianϞσ

ϧͰද͢ɻද ΒΕΔΑ͏ʹɺχ2/dofݟʹ2 = 0.990

ͱͳΓɺݱతʹ͏·͘දݱͰ͖͍ͯΔ͜ͱ͕

͔Δɻ͔͠͠ɺಘΒΕͨϕετϑΟοτͷ͏ͪɺݩ

ૉͷΛද͢ sigmaɺ1.75 ʷ 10−2 ͱඵ

5.25 ʷ 103 km/sΛ͓ࣔͯ͠Γɺ1000 Kʹ͓͚Δ

ૉΛओͱͨ͠ཧؾମͷΛ͢ܭΔͱ 943

km/sͰ͋Δ͜ͱ͔Βɺظ͞ΕΔݩૉͷΑΓ 5.6

ഒେ͖͘ɺٿେؾͷݩૉ͔Βͷًઢͱͯ͠ड͚

ೖΕΒΕͳ͍ɻͦ͜Ͱɺ͋͑ͯɺʢBʣͦΕͧΕͷًઢ

ΛͦΕͧΕ1ͭͷ෯Λͨͳ͍gaussianϞσϧͰද͠

ͨ݁ՌΛද 3ʹࣔͨ͠ɻ͜ͷ߹ χ2/dof = 1.287

ͱͳΓɺεϖΫτϧϑΟοτʹࣦഊ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕

͔Δɻͦ͜ͰɺʢCʣͦΕͧΕͷًઢΛ 2ͭͷ෯Λ

ͨͳ͍ gaussianϞσϧͰදͨ͠ɻ͜ͷ݁Ռɺද 4

ʹΈΒΕΔΑ͏ʹ χ2/dof = 1.022ͱϑΟοςΟϯά

ʹޭ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕͔Δɻ

ਤ 3: Power-law ΛܾΊΔࡍʹϞσϧϑΟοςΟϯά

Λͨͬߦਤɻ1ͭͷ Power-law ͱ 2ͭͷ gaussianϞ

σϧΛ༻͍͍ͯΔɻ

ද 1: ਤ 3ͷͱ͖ͷύϥϝʔλͷ χ2/dof = 0.982

model PhoIndex LineE[keV] sigma norm

Power-law 4.42 - - 1.05× 10−3

ૉͷ gaussian - 0.395± 0.002 1.87× 10−2 ± 0.18× 10−2 3.91× 10−2 ± 0.17× 10−2

ૉͷ gaussian - 0.537± 0.001 1.63× 10−2 ± 0.20× 10−2 1.56× 10−2 ± 0.07× 10−2

ਤ 4: ʢAʣૉͷKًઢεϖΫτϧʹ 1ͭͷ෯Λ

ͭ gaussianϞσϧͰϑΟοςΟϯάΛͨͬߦਤɻͦ

ͷࡍɺύϥϝʔλશͯ freeͱͨ͠ɻ

ද 2: ਤ 4ʢAʣͷͱ͖ͷύϥϝʔλͷɹɹɹɹɹ

ɹɹɹɹ χ2/dof = 0.990

model LineE[keV] sigma norm

gaussian 0.396± 0.002 1.75× 10−2 ± 0.23× 10−2 3.85× 10−2 ± 0.19× 10−2

ਤ 5:ʢBʣૉͷKًઢεϖΫτϧʹ1ͭͷgaussian

ϞσϧͰϑΟοςΟϯάΛͨͬߦਤɻͦ ͷࡍɺgaussian

Ϟσϧͷ σΛ ఆͨ͠ɻݻʹ0

ද 3: ਤ 5ʢBʣͷͱ͖ͷύϥϝʔλͷɹɹɹɹɹ

ɹɹɹɹ χ2/dof = 1.287

model LineE[keV] sigma norm

gaussian 0.400ɹ
+0.001
-0.004 1.850× 10−2 ± 1.026× 10−3 3.900× 10−2 ± 1.039× 10−3

ɹૉͷKًઢεϖΫτϧʹରͯ͠ಉ༷ͷղੳ

Λ͏ߦɻ
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ਤ 6:ʢCʣૉͷKًઢεϖΫτϧʹ2ͭͷgaussian

ϞσϧͰϑΟοςΟϯάΛͨͬߦਤɻͦͷࡍɺ2ͭͷ

gaussianϞσϧͷ σΛ ఆͨ͠ɻݻʹ0

ද 4: ਤ 6ʢCʣͷͱ͖ͷύϥϝʔλͷɹɹɹɹɹ

ɹɹɹɹ χ2/dof = 1.022

model LineE[keV] sigma norm

gaussian 1 0.378ɹ
+0.004
-0.003 0.0 1.69× 10−2 ± 0.18× 10−2

gaussian 2 0.410ɹ
+0.001
-0.002 0.0 2.20× 10−2 ± 0.15× 10−2

4 Discussion

ɹҎ্ͷ݁Ռ͔Β͢ߟΔͱɺʢCʣͦΕͧΕͷً

ઢΛ 2ͭͷ෯Λͨͳ͍ gaussianϞσϧͰϑΟοςΟ

ϯά͢Δͱ χ2/dof = 1.022ͱͳΓɺྑ͍ϑΟοςΟ

ϯά͕Ͱ͖͍ͯΔͱ͑ݴΔɻૉɾૉͦΕͧΕͷ

ͷKًઢΤωϧΪʔදࢠɾࢠݪ 5ͷΑ͏ʹ࣮ݧ

ͰٻΊΒΕ͍ͯΔ (J. W. Robinson 1974)ɻද 4ͱ

ද 5ΑΓɺਤ 6ͷ 2ͭͷ gaussianϞσϧૉͷݪ

ΒΕΔɻ͑ߟͷKًઢεϖΫτϧͰ͋Δͱࢠͱࢠ

ද 5: ૉͱૉͷ KًઢΤωϧΪʔɹɹɹɹɹɹ

ɹɹ (J. W. Robinson 1974)

ɹ

࣭ ࢠݪ [eV] ࢠ [eV]

ૉ 392 409

ૉ 525 543

ɹද 4͔ΒಘΒΕΔًઢڧൺ͔ΒݩૉൺΛٻΊΔɻ

࣭ͷछྨঢ়ଶʹΑΓًઢΛ์ࣹ͢Δ֬ҟͳ

ΔͷͰɺًઢڧൺΛͦΕͧΕͷཚஅ໘ੵͰׂͬ

͔ͯΒݩૉൺΛٻΊͨɻٻΊͨΛද 6ʹ·ͱΊͨɻ

ɹ

ද 6: ૉͱૉͷൺ
ଌ؍ ੵؒ [s] N/O N2/N O2/O

2005/09/04 977.48 0.79 ʶ 0.10 0.78 ʶ 0.17 1.95 ʶ 0.46

2005/09/10 913.16 1.16 ʶ 0.42 0.65 ʶ 0.08 1.17 ʶ 0.86

ɹද 6ͷ N/OൺΑΓ؍ଌ͞Εͨେؾ Nͱ O

̍ର̍ఔؚΜͰ͓ΓɺO2/OൺΑΓૉࢠͷํ

ؚ͕༗͕ଟ͍͜ͱ͔Βɺ؍ଌ͞Εͨߴઌʹड़

ͨΑ͏ʹਤ 1ΑΓɺૉͱૉ͕ޮΑ͘ XઢΛ

์ࣹ͢Δߴ 150-200 kmͷߴେؾͱ͑ߟΒΕΔɻ

্ͰಘΒΕͨൺɺ͓͓ΉͶ͜ͷߴͷΛ

ද͓ͯ͠Γɺਤ 2Ͱ༧͞ΕΔൺͱൺֱͯ͠

ԹʹΑΔҧ͍͋Δ͕ɺܭʹ͍ۙൺͰ͋

Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

ɹࠓճσʔλ͕গͳ͍ͨΊɺଠཅ׆ಈͱؔ࿈ͮ

͚Δ͜ͱͰ͖ͳ͔ͬͨɻޙࠓɺղੳσʔλΛ૿͠

ग़͍͖͍ͯͨ͠ɻݟΛੑಈͱͷؔ׆Ͱଠཅࣄ͍ͯ͘
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オリオンA巨大分子雲におけるダストとC18Oの比較

浦沢　優弥子 (新潟大学大学院 自然科学研究科)

Abstract

今回は参考文献 [1]の論文のレビューです。分子雲は星形成の場であると考えられている。水素や一酸化炭素、

多数の分子イオンなどの存在が確認されている。観測対象として 12COや 13COなどがあるが、今回はダストと

C18Oに注目している。AzTECでの観測で 1.1mmマップと、C18O(J = 1−0)輝線のデータを基にした、オ

リオンA巨大分子雲コアのカタログをつくる。まず、Clump methodを使って 1.1mmマップで 619のダスト

のコアに分類する。半径、質量、密度はそれぞれ 0.01−0.20 pc, 0.6−1.2×102M⊙, 0.3×104−9.2×106 cm−3

と推定しています。C18Oのデータからは 235のコアを確認した。半径、速度幅、LTE質量、密度はそれぞ

れ 0.13− 0.34 pc, 0.31− 1.31 kms−1, 1.0− 61.8M⊙,（0.8− 17.5）× 103 cm−3 としている。これらのダスト

と C18Oのコアの特別な分布を比較することで、4つの特別な関係が明らかになった。(1)ダストと C18Oの

コアのピークの位置がそれぞれ一致していること。(2)2つかそれ以上の C18Oのコアがダストのコアのピー

クの位置の周辺に分布していること。(3)C18Oコアの 56.8%がダストのコアと関係ないこと。(4)ダストの

コアの 69.3%が C18Oコアと関係ないこと。以上のことについて発表する。

今後は NROでオリオン A巨大分子雲についての観測プロジェクトに参加し、より詳しい解析をする予定

である。

1 Introduction

星は水素分子が主な組成である暗黒星雲や巨大分

子雲（GMCs）で生まれる。高密度コアや分子雲コ

アとして知られている分子雲の高密度部分で重力収

縮により星形成が起こる。そのような高密度コアを

研究するために、波長 1mm程度のダストの連続波は

いいトレーサである。加えて分子輝線の観測は高密

度コアの力学的状態の研究と同じ視線方向で重なっ

ているコアを分けるために必要である。高密度コア

の形成と進化を理解するためにはすべてのクラウド

に対してダストの連続波と分子輝線の両方での観測

が不可欠なのである。

また、Orion-A GMCは最も近いGMCであり、高

密度コアの分布や物理的性質を調べるのに適してい

る領域の１つである。ここでは Orion-A GMCにお

いて 1.1ｍｍのダスト連続波と C18O(J = 1 − 0)分

子輝線で発見されたコアの分類を紹介する。この分

類では 1.1 ｍｍのダスト連続波のデータ (Shimajiri

et al.(2011))と C18O 分子輝線のデータ (Shimajiri

et al.(2014))を用いて、OMC-1、OMC-2/3、OMC-

4および Dark Lane South Filament(DLSF)で発見

された C18Oのコアの物理的性質を比較する。図１

にそれぞれの領域を示してある。

図 1: Orion A GMCの 5つの領域と南の領域を示し

ている
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2 Observations

ここで使われているデータは Atacama Submil-

limeter Telescope Experiment(ASTE) の 10m 望遠

鏡に搭載されている AzTEC カメラ (角度分解能

∼ 36”) と Nobeyama Radio Observatory(NRO) の

45 ｍ望遠鏡で受信機 BEARS(角度分解 26.4″) を

用いてオリオン A 巨大分子雲を観測したものであ

る。AzTECで 1.1mmダスト連続波を、BEARSで

は C18O(J = 1− 0) 分子輝線を観測している。

3 Results

AzTEC1.1mm ダスト連続波でのコアの同定方法

として２次元の Clumpfind method を使っている。

これはコアや塊状のものを系統的に同定するため

の良い手法になる。ここでは、Clumpfindでのノイ

ズレベルとして中心部分のノイズレベル (＝ 1σ)は

9 mJy beam−1 を採用している。また、実際の角度

分解能（=36″)より小さい半値幅のコアは取り除い

ている。さらに、ノイズレベル 4σより上にピーク強

度を持っているコアを選んでいる。結果として 619

個のダストコアを同定した。(図 2-a)

C18O コアでのコアの同定方法として 3 次元の

Clumpfind algorithmを適用している。ここでは、閾

値が 2σ程度 (1σ = 0.19 K in TMB)で、隣接したピー

クの間の凹の値が 2σより大きいことを基準とする。

また、不明瞭であったり、サイズや速度幅が空間や

速度分解能よりも小さい偽物のコアでありそうなも

のは取り除く。結果として、235個のコアを同定し

た。(図 2-b)

4 Discussion

今回の観測から、全体でダストコアを 619個、C18O

コアを 235 個同定した。そのうちダスト連続波と

C18O輝線の双方の観測がある領域で、それぞれのコ

アの関係を調べ、コアの物理的性質を推定した。こ

の領域でのダストコアは 257個で C18Oコアは 213

個である。C18O のコアの平均半径はダストのコア

の 2.4倍である。また、1.1mmダストコア中のガス

図 2: (a)1.1mmマップで同定されたダストコア。黒

い線で囲まれているところはC18Oで観測した範囲。

(b) 同定された C18O コア。右のグレーのスケール

バーは C18Oの強度を表していて、単位は K km−1

の数密度 nは C18Oコアの 13倍である。1.1mmダ

スト連続波はおそらく高密度コアの内側を見ていて、

C18O輝線は外側を見ていると考えられる。

ここでは、1.1mmダストコアとC18Oコアの関係を

4つのタイプに分類することができた。

(カテゴリーＡ) 解像度 36″の 1.1mm マップ上で

1.1mmダストと C18Oコアのピークが一致している

もの。ダストと C18Oのペアを 69個見つけた。

(カテゴリーB)いくつかのC18Oコア 1.1mmダスト
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図 3: カテゴリー A-Dの中で典型的な例

コアのピークの周辺に分布している。23個の C18O

コアと 10個の 1.1mmダストコアがあった。

(カテゴリー C)C18Oコアは 1.1mmダストコアと関

係していない。121個の C18Oコアを確認した。

(カテゴリー D)1.1mmダストコアは C18Oコアと関

係していない。C18O の観測した領域にある 257個

のダストコアの中で C18O コアと関係のない 178個

のダストコアがあった。

図 3は、カテゴリーA-Dの中で典型的な例をあげ

ている。上と真ん中の段は 1.1mmダストコアとC18O

コアの位置する 1.1mm連続波のエミッション画像を

拡大して示している。一番右のカテゴリーDの 2つ

の例は 1.1mm連続波のエミッション (等高線)と一

緒に C18Oの全強度をグレーのスケールで示してい

る。下の段の概略図は 1.1mmダストコアとC18Oコ

アの関係を表している。

ピークの一致しないカテゴリー B,C,Dについては

その理由を考察した。

カテゴリー Bでは 3つの可能性がある。
1⃝いくつかのコアが同じ視線上で重なっている。VLTR

は 1.1mmダストコアと関連しているC18Oコアの間

で異なる。さらに、10個のダストコアのうち 6個の

ピークの位置が C18Oを積分した強度マップと一致

する。
2⃝ AzTECによるデータは分解能が不十分である

ため複数のコアが 1個に見えている。AzTEC(＝ 36

″)データの分解能は C18Oデータ (＝ 26″)より大

きい。36″マップではダストコア 10個のうち 5個が

1つの C18Oコアと関連している。26″マップでは 2

つの C18Oコアと関連している。この結果から角度

分解能が低いとダストコアは分解できていない可能

性がある。すなわち、C18Oの観測では分解できてい

ても、AzTEC観測では分解できていないものがある

かもしれないということである。
3⃝ダストコアの中心部でのC18O分子の減少。OrionA

GMCで広がっているガスに埋もれているコアは低質

量星形成領域でのものより暖かい。しかし、高密度

コアは近くの星の光がさえぎられているためダスト

は冷える。すると、C18Oがダストに凍りつく。従っ

て、C18Oが観測できないだけでガスはあるかもしれ

ない。実際、Orion-A GMCで高密度コアの中でCO

の減少はさまざまな研究者によって報告されている。

カテゴリー Cでは 2つの可能性がある。
1⃝AzTECデータの角度分解能が低いためコンパクト

なコアはコアとして同定できなかった。いくつかの
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1.1mmダストコアは角度分解能 14″の 850µmデー

タの 2つのコアと関連している。高角度分解能での

850µmデータは 1.1mmダストコアを分解している

のと同じであるといえる。C18Oコアと関連している

いくつかの 850µmコアは 1.1mmダストコアと関連

していない。これは 850µmのコアが 1.1mmダスト

コアの間に位置しているか、あるいは 1.1mmマップ

では 85µmの対応天体が低角度分解能のため確認さ

れないためである。1.1mmマップと同じ角度分解能

でならされた 850マップは 1.1mmマップとかなり一

致する。
2⃝ これらの C18Oコアはダスト連続波で発見される

に必要なだけ高柱密度ではない。それぞれのコアの

柱密度は方程式 NH2 = n× 2Rcore から見積もれる。

1.1mmコアの最小柱密度は C18Oコアより 2倍大き

い。C18Oデータの柱密度の感度は 1.1mmデータよ

り高い。反対に、C18Oデータの質量感度は 1.1mm

データよりも低い。C18Oコアの有効半径は 1.1mm

ダストコアより 2倍大きい。しかし、柱密度の見積

もりは不確実で、1.1mmデータの柱密度の感度不足

が原因で 1.1mmコアのないC18Oコアである可能性

がある。

カテゴリー Dでは 3つの可能性がある。
1⃝C18O 分子が大質量星や NU Ori からの the far-

ultraviolet(FUV)放射によって選択的に解離される。

CO分子は分子雲の表面で急速に解離する。FUV放

出はあったまっていない C18O分子を光電離するた

めにさえぎられていないC18Oの層に十分入り込む。
2⃝ダストコアの中心部でC18Oの分子が減少する。こ

の場合、C18Oのピーク位置はダストコアの中心の周

りに分布し、C18Oのピーク位置は 1.1mmダストコ

アのピーク位置と一致しない。
3⃝周囲のガスやコアによる電波のもれ出し。C18Oの

強度が 3σより大きく PDRsに位置しないにもかか

わらず、多くの 1.1mmダストコアはC18Oコアと関

係ない。多くの場合には、C18Oコアおよび (あるい

は)拡張されたエミッションは領域 Dに分類された

1.1mm ダストコアの周りに分布する。領域 D に分

類された 1.1mmダストコアに関係するC18Oコアは

他の C18Oコアおよび (あるいは)拡張されたエミッ

ションの要素として入り込み、コアとして取り出す

ことができなくなる。

5 Conclusion

Orion-A GMCをAzTECを用いて 1.1mmダスト

連続波、BEARSを用いて C18O(J = 1 − 0)分子輝

線を観測した。619個のダストコアと 235個のC18O

コアを発見した。双方で観測した領域におけるコア

の関係を 4つに分類した。 1⃝ダストコアと C18Oコ

アが一致しているもの。 2⃝いくつかの C18Oコアが

1つのダストコアの周辺に分布しているもの。 3⃝ダ
ストコアに関係していないC18Oコア。 4⃝C18Oコア

に関係していないダストコア。全ダストコアとC18O

コアそれぞれの半分以上が互いに関係していないと

いう結果になった。これは分解能の低さや C18O分

子は観測できないが実際にガスはあるかもしれない

などの問題があるためであると考えられる。現在、

BEARSより高分解能であるFORESTという受信機

を使って観測をしている NROのプロジェクトがあ

る。今後、より高分解能であるALMA望遠鏡によっ

て今回の観測結果よりも詳細な結果がでると考えら

れる。
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UH88を用いた高銀緯分子雲における星形成の可視分光探査

平塚　雄一郎 (埼玉大学大学院　教育学研究科　天文学研究室 M1)

Abstract

星形成は銀河円盤付近の高密度分子雲で多く起こると考えられている。一方で、密度の低い銀緯 ±30◦ に位

置する高銀緯分子雲は、星なし分子雲とも呼ばれ、広領域で前主系列星の探査観測例も少ないため、星形成

の様子が明らかではない。そのため、高銀緯分子雲中で星形成が起こっているかどうか、そしてどのような

特徴を持つかを調べた。また、銀河面の分子雲との星形成の描像に違いがあるのかを調べ、高銀緯での星形

成過程の解明の助けとするのを目的とした。

本研究では 2012 年 ∼2015 年までに T タウリ型星 (TTS) の Hα 輝線探査を目的として UH88(ハワイ大学

2.2m 望遠鏡) とWFGS2(広視野グリズム分光撮像装置) を用いたスリットレス可視分光観測を行った。観

測対象は MBM01、MBM03 と MBM32 及び参照領域としてペルセウス座分子雲 L1455 の合計 1850 平方

分である。可視分光観測の結果、各領域で Hα 輝線が検出された TTS 候補天体を複数同定した。さらに、

ROSAT、2MASS、WISEなどの多波長測光値を用いて、これらの TTS星候補天体について、赤外超過や

X線検出の有無、距離の推定を行った。また HR図と進化トラックから質量と年齢の算出を行い、分子雲の

電波 CO強度図と TTS候補天体の空間分布を調べた。その結果、高銀緯分子雲では質量の軽い星が形成し

やすく、分子雲の進化が進んでいる傾向があることが示唆された。

1 Introduction

1.1 星の進化段階

本研究では前主系列段階であるTTSの探査観測を

行った。星は分子雲の密度が高い部分が重力収縮し

て形成される分子雲コアから誕生する。その後、中

心星の周りにガスやダストからなるエンベロープを

持つ原始星になる。そして、エンベロープが薄くな

り古典的 Tタウリ型星 (CTTS)になる。さらにディ

スクが薄くなり弱輝線タウリ型星 (WTTS)となり、

その後ディスクが散逸し、水素の核融合反応が起き

て主系列星となる。

1.2 高銀緯分子雲

分子雲の中には、銀緯が高い、すなわち、銀河面

から離れている分子雲が存在する。なかでも、銀緯

(b)> ±30◦に位置する分子雲を高銀緯分子雲と呼ぶ。

高銀緯分子雲の特徴は以下の３点が挙げられる。(1)

密度が低い。(2)視線方向に星・星間物質が少ない。

(3)距離が近い。

電波観測では、分子雲形成などの観点からも盛んに

研究されている。(e.g. Magnani et al. 1985; Ya-

mamoto et al.2006)

1.3 Tタウリ型星 (TTS)

TTSはディスクを伴い、質量降着が起きている段

階である。スペクトル型は G型晩期～M型を示し、

典型的な質量は 0.1 ∼ 1.5M⊙ である。TTS は Hα

輝線強度によって CTTS と WTTS に分類される。

CTTSとWTTSの特徴は以下の表 1の通りである。

2 Observations

本観測は高銀緯分子雲のCO電波積分強度図及び、

L1455の減光分布図により分子雲の濃い領域を観測

領域として決定した。以下にそれぞれの分子雲をま

とめる。

• MBM01: (l,b)∼(110◦,−45◦) に位置する分子

雲で CO(J=1-0) の積分強度図 (Yamamoto et
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表 1: CTTSとWTTSの特徴
CTTS WTTS

Hα輝線 WHα ≥ 10Å WHα < 10Å

その他の輝線 非常に強く、 適度に強く、

(NaI,CaII等) 幅が広い 幅が狭い

禁制線 ⃝ ×
Li吸収線 ⃝ ⃝
可視の ⃝ ×

ベイリング

赤外超過 ⃝ ×
X線放射 ⃝ ⃝
電波放射 自由-自由放射 非熱的放射

光度変化 周期的/ 周期的

非周期的

al.2006)を基に分子雲密度が高い部分と低い部

分を 6領域を観測した。

• MBM03: (l,b)∼(135◦,−45◦) に位置し、

CO(J=1-0)の積分強度図 (Shore et al.2006)を

基に分子雲密度が高い部分を 2領域を観測した。

• MBM32: (l,b)∼(147◦,+40◦) に位置し、

CO(J=1-0) の積分強度図 (Wouterloot et

al.2000)を基に分子雲密度が高い部分と低い部

分を 20領域を観測した。

さらに参照領域として YSO(Young Stellar Object)

が見つかっており (Juan et al.1992)、高銀緯分子雲よ

り銀緯が低いペルセウス座分子雲 L1455を観測した。

• L1455: (l,b)∼(159◦,−22◦)に位置し、H2柱密度

分布 (Sadavoy et al.2014)を基に分子雲密度が

高い部分を中心に 8領域を観測した。

本研究では MBM01で 4領域、MBM03で 2領域、

MBM32で 2領域、L1455で 8領域を解析した。

観測

日時 　 2014年 9月 25日、10月 14、15、23日、2015

年 5月 25、26日

望遠鏡 　ハワイ大学 2.2m望遠鏡 (UH88)

装置 　広視野グリズム分光撮像装置 (WFGS2)

観測波長 　WideHα(6265∼6765Å)

波長分解能 　 R∼800＠ 6500Å(スリットレス)

積分時間 　 1領域あたり 600s∼1500s

3 Reducton

解析は IRAF(Imaging Reduction and Analysis

Facility)を用いて行った。

3.1 一次処理と重ね合わせ

一次処理としてまず bias引き、flat処理を行った。

Flat は twilight flat を使用した。さらに S/N を上

げるために一次処理を終えた画像を 2∼6枚重ね合わ

せた。

3.2 一次元化

ペクトルを一次元化するために上下 50ピクセル、

左右 125ピクセルを切り出した。また切り出したス

ペクトルのピクセル値を積分して apallタスクを用い

てスペクトルの一次元化を行った。

図 1: 一次元化スペクトルの一例。縦軸がフラック

ス、横軸がピクセル数を示す。中央やや右側にある

輝線が Hα輝線である。
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4 Results

4.1 Hα輝線の有無と等価幅の測定

多天体スリットレス可視分光観測によって、

MBM01の 4つの観測領域から 251天体を、MBM03

の 2 つの観測領域から 74 天体、MBM32 の 2 つの

観測領域から 108天体、L1455の 8つの観測領域か

ら 474天体のスペクトルを取得した。そのうち、Hα

輝線が見られたスペクトルは、MBM03で 14天体、

MBM32で 16天体、L1455で 48天体であった。

これらのスペクトルのHα輝線等価幅を測定した。そ

の結果 20天体で等価幅は>10Åであり、それ以外の

58天体は <10Åであった。

4.2 スペクトル型の決定

スペクトルの形は、星のスペクトル型によって異な

る。本研究では、Dwarf Arhivesから晩期K∼M型の

スペクトルデータを使用して 6265∼ 6765Å(WideHα

フィルター)の波長域について、サブクラスごとにス

ペクトルテンプレートを作成した。そのスペクトル

と観測したスペクトルを比較し、TiOやCaHの吸収

の強度やスペクトルの傾きを基にして、観測スペク

トルのスペクトル型を決定した。

4.3 アーカイブデータの使用

多波長測光データを使用して Hα輝線検出天体に

ついて赤外超過、X線放射の有無を調べた。

使用したアーカイブデータは 2MASS(2 Micron All

Sky Survey;J:1.2 µm, H:1.6µm,, K:2.2µm) 、WISE

(Wide-field Infrared Survey Explore;3.4µm,4.6µm)

、ROSAT (ROentgen SATellite;0.1∼2.5 keV)の観

測データである。

4.3.1 赤外超過

誕生したばかりの星は周りにディスクやエンベロー

プを持つ。ディスクやエンベロープに含まれるダスト

が星からの光を吸収し、より長波長で再放射するため

星周物質による赤外超過がみられる。このような天体

を ClasII天体という。これらの赤外超過は 1∼10µm

のあたりに強く表れる。2MASSの J、H、Kバンド

とWISEの 3.4、4.6µmバンドを用いて、J-H/H-K

二色図とK-[3.4]/[3.4]-[4.6]二色図をそれぞれ作成し、

赤外超過の見られる ClasII天体を同定した。
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図 2: 観測領域における J-H/H-Kの二色図。プロッ

トは天体を示す。緑線は主系列星、水色は巨星、黄

色は超巨星の赤化を受けていない位置 (Tokunaga et

al.2000)である。青線よりも右側にプロットされると

赤外超過があることを示す。また黄緑と青線の間で

あ れば ClassIII天体+背景星を示し、青と紫線の間

にプロットされれば ClassII天体であることを示す
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図 3: 観測領域におけるK-[3.4]/[3.4]-[4.6]の二色図。

プロットは天体を示す。縦の直線は 0.101であり、横

の直線は 0である。黒の直線と紫線の間にプロット

されれば ClassIII天体、黒、紫と緑線に囲まれた場所

にプロットされれば ClasII天体を示す。緑線より右

側にプロットされれば ClassI天体であることを示す。
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4.3.2 X線放射

Tタウリ型星は星表面の活発なコロナ、ジェット、

ホットスポットなどから X線を放射する。したがっ

て、X線で検出されていれば、TTSである可能性が

高い。

ROSATのカタログを用いて、X線で検出されてい

るかを調べた結果、Hα輝線検出天体のうち、X線

が検出された天体は存在しなかった。しかし、本研

究の天体は低光度のため、ROSATの感度の問題から

検出出来ていない可能性も考慮しなければならない。

5 Discussion

5.1 距離の妥当性

存在する全領域の Hα輝線検出天体に関して、分

子雲中にあるか調べた。方法は 1⃝2MASSの J等級

から星間減光量と距離を補正した絶対等級 MJ1 を

求める。 2⃝本研究で決定したスペクトル型に 1～30

Myrを仮定し、低質量星の理論進化モデル (Baraffe

et al.1998)を用いて天体の絶対等級MJ2 を求める。
3⃝2つの絶対等級MJ1、MJ2 が 0.1magで一致した

天体を分子雲中に存在する天体と見なした。その結

果、MBM01で天体、MBM03で 4天体、MBM32で

3天体、L1455で 19天体がそれぞれの分子雲に存在

する天体とした。よって高銀緯分子雲では星形成が

起きている可能性が示唆された。

5.2 HR図と理論進化モデル

　MJ1を輻射補正することで得られる輻射光度と

決定したスペクトル型から求まる有効温度を用いて

HR 図を作成した。HR 図と低質量星の理論進化モ

デル (Baraffe et al.1998)を用いて、分子雲中に存在

するTTS候補天体の年齢と質量を推定した。その結

果、以下の 2点の特徴がみられた。 1⃝高銀緯分子雲
には約 0.3M⊙ 以下の低質量 YSOしか存在しない。
2⃝L1455では 10Myrより若い天体の割合が高い。

5.3 星形成率の比較

分子雲の質量に対するTTS候補天体の総質量から

星形成率を算出し、分子雲ごとに比較・検討を行っ

た。その結果、星形成率は 4.0～4.7%の値を示し、高

銀緯分子雲、L1455でともに星形成が活発ではない

と考えられる。YSO数は、L1455の方が高銀緯分子

雲に比べて多いが、分子雲の質量がより大きいため、

星形成率がほぼ同じ値を示したと考えられる。また、

CTTSとWTTSの割合を比べると、高銀緯分子雲の

方がWTTSの割合が大きく、分子雲全体の平均年齢

が 10Myr程度大きい。これらのことから、ペルセウ

ス座分子雲に比べて高銀緯分子雲の方が進化が進ん

でいる可能性が高いことが示唆された。

6 Summary

高銀緯分子雲の星形成を明らかにするため、
UH88/WFGS2を用いてスリットレス可視分光観測
を行った。可視分光観測の結果、Hαの等価幅の測定
と絶対等級の比較から、それぞれの分子雲でCTTS、
WTTSを同定した。またアーカイブデータ (1∼5µm)
を用いた赤外超過を確認した結果、高銀緯分子雲で
は検出されず、L1455でのみ検出された。さらにHR
図と理論進化モデル及び星形成率の比較から高銀緯
分子雲では質量の軽い星が形成しやすく、分子雲の
進化が進んでいる可能性が示唆された。
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初期宇宙における超巨大質量ブラックホールの形成可能性
高野　凌平 (九州大学大学院 理学府地球惑星科学専攻)

Abstract

最近の観測により、赤方偏移 z ＝ 7.09に質量 2× 109 Msun の超大質量ブラックホール (SMBH)の存在が
確認されている。この観測事実は SMBHの形成シナリオに大きな制限を与えた。この SMBHを形成するた
め、いくつかのシナリオが考えられており、その 1つとして、大質量のガス雲が直接重力崩壊して超巨大ブ
ラックホールとなる説 (ダイレクト・コラプス説)がある。Inayoshi et al. (2014)では、宇宙初期に SMBH

の種となりうる超巨大星 ( > 105 Msun)の形成可能性を評価している。
　 Inayoshi et al. (2014)では、3次元流体シミュレーションを用いて、超巨大星形成過程の計算を行った。
宇宙初期では、重元素が存在しないため、水素分子冷却の影響が大きい。そこで、周りの銀河や星からの強
い紫外線放射による水素分子の光解離、光学的に厚くなった場合での水素分子同士による衝突解離を考慮し
た。さらにこれまでの先行研究では考えられてこなかった、光学的に厚い領域での、Lyα放射による寄与や、
水素分子冷却による影響も取り入れている。シミュレーションの結果、1 Msun まで原始星を成長させたとき
の質量降着率が Ṁ ∼ 2 Msun/yrであった。今回得られた質量降着率は、非常に大きく、輻射によるフィー
ドバックを考えなくてよいとされる 0.01 Msun/yrを達成している。また、宇宙初期では重元素が存在しな
いため、原始星からの輻射フィードバックと脈動不安定による質量放出はともに原始星の成長を妨げる要因
ではないということが分かっている。以上より、ダイレクト・コラプスを起こすような超巨大星が宇宙初期
に形成可能であることを示唆した。

1 Introduction

図 1: 赤方偏移 zに対応するブラックホールの観測
データの図　 (Marziani & Sulentic 2005)より。赤い
点: Marziani et al. (2009); 空白の四角: Dietrich et

al. (2009); 空白の三角: Shemmer et al. (2004); 五
角形: Netzer et al. (2007); 黒い四角: Trakhtenbrot

et al (2011); ピンクの点: willott et al. (2010); 緑の
点: Kurk et al. (2007); 最も赤方偏移ｚの大きな黒
点: Mortlock et al. (2011)

最近の観測により、赤方偏移 z＝ 7.09に質量 2×
109 Msun の超大質量ブラックホール (SMBH) の存
在が確認された。（図 1) 恒星質量程度の種 BH が
必要な質量を獲得し、成長していくというこれまで
のシナリオでは、この観測事実を説明するのが難し
い。Inayoshi et al. (2014) では、一つの解決方法
として宇宙初期に SMBH の種となりうる超巨大星
(≥ 105Msun)の形成を評価している。
宇宙初期では、現在の宇宙とは異なり重元素がほ

とんど存在しないため、現在の星形成で重要とされ
る重元素の輝線放射による冷却が効かず、水素分子
冷却が重要な冷却機構となっている。超巨大星の形
成には、ガス雲が水素分子冷却による温度の低下を
受けずに高温 (≥ 104K)で大質量の超巨大ガス雲に
成長することが必要である。そのため、Inayoshi et

al. (2014)では、水素分子の光解離と衝突解離を考
慮する。水素分子の解離により水素原子が生成され、
ガス雲の温度が 8000Kまで上昇したところで水素原
子冷却が効いてくる。その後、ガス雲が収縮し、原
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始星が誕生する。原始星誕生後、強い紫外線放射に
よるフィードバックや脈動不安定による質量放出を
振り切るほどの高降着率で成長していくことが示唆
されている。（図 2) 先行研究でも同様の研究がなさ

図 2: 始原ガスの熱進化の様子. 各線はそれぞれ超大
質量星形成 (水素原子冷却; 実線)の場合と, 通常の初
代星形成 (水素分子冷却; 破線, 点線)の場合を表して
いる。高密度・高温領域 (青線)では,水素分子同士
はガス粒子同士の衝突により解離する。

れているが、いくつかのプロセスを簡略化している。
Inayoshi et al. (2014)では、光学的に厚い領域での、
Lyα放射による寄与や、高温・高密度領域における
水素分子冷却による影響も取り入れている

2 Methods

ガス雲 (≥ 105Msun) が重力崩壊するまでの進化
を適合格子法（AMR 法）を用いて、３次元流体シ
ミュレーションを行った。初期条件としてガス雲を
静水圧平衡球と仮定し、弱い乱流場を与えた。宇宙
論的シミュレーションの結果から得られるこれらの
パラメータを初期値として与えた。（ρ = 1.67 ×
10−20 g cm−3,T = 8000 K,質量∼ 1.17× 105 Msun,

半径 10.8 pc）
非平衡化学反応についても計算しており、9個の化
学種と 13個の反応を選択し、水素分子・原子からの
放射がガス雲の熱進化に与える影響を評価した。計
算の結果、化学反応はガス雲へほとんど影響を与え
ることがないことが分かった。

3 Results

シミュレーション結果を図 3－ 5に示す。図 3で
は、半径方向の (a)密度、(b)温度、(c)水素分子の
比の時間進化を示している。図 3 (a)より、弱い乱流
場を与えた場合でも自己相似解の形をとることが分
かる。図 3 (b),(c)より、水素分子の比と温度には相
関関係があることが分かる。外側の密度の低い部分
ρ < 10−16 g cm−3 での主な冷却機構は Lyα放射と
光子放射である。中心部の密度の高い部分では連続
波放射に切り替わる。ρ ≥ 10−9 g cm−3 では、水素
原子は自身が放射した光子をレイリー散乱と同様に
吸収することで温度を僅かに下げながら収縮してい
く。最終的にガスが連続波放射に対して光学的に厚
くなる ρ 10−8 g cm−3で原始星が誕生する。その後
は、断熱収縮により温度が急激に上昇している。
図 4では、(a)温度分布、(b)水素分子量の分布を

示しており、これはシミュレーション終了時の分布
を表している。色はその密度、温度、水素分子量を持
つガスの質量を表している。図 4 (a)からわかるよう
に、ガス雲は高温層 (≥ 103 K)と低温層 (∼ 103 K)

の 2つからなる。高温層はガス質量の大半を占めて
いる。高温ガス中の水素分子量は ρ ≥ 10−13 g cm−3

までは小さい値のまま一定だが、それよりも高密度
領域では三体反応 (3H → H2 +H)により急激に水素
分子が増加する。水素分子は大量に形成されるが同
時にガスが水素分子の輝線放射に対して光学的に厚
くなるため、高温層は温度を保つことができている。
一方で、低温層は広い密度範囲 (10−18 ≤ ρ ≤

10−11 g cm−3)で存在している。この成分の原因と
なっているのは乱流による膨張 (断熱冷却)と水素分
子冷却とが相互作用することにより起こる熱的不安
定によるものである。膨張により温度が低下すると
水素分子の解離が非効率的になる。そのため水素分
子量が増加することで、冷却率が上昇し温度はさら
に低下していく。(図 3)

最後に、図 5に原始星形成後のガス流入率を質量
座標の関数として示した。図 5の時点で原始星の質
量は ∼ 1 Msun なので、それよりも外側は原始星の
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図 3: 半径方向に対する (a) 密度 (b) 温度 (c) 水素
分子量の比 の時間進化。番号の増加は時間の経過を
表す。

降着率を表す。原始星へのガス降着率は、

Ṁacc ∼ Mj (ジーンズ質量)

tff (自由落下時間)

∼ cs3

G
∝ T 3/2

で大まかに見積もることができる。水素原子冷却に
よって収縮していくガス雲は高温かつ等温であるの
で、降着率は ∼ 2 Msun yr−1 と非常に大きい値を持
ち、ほぼ一定となることが分かる。(図 5)

4 Discussion&Conclusion

今回のシミュレーションでは理想的な初期条件と乱
流場を与え超巨大ガス雲の崩壊を計算した。結果とし

図 4: 原始星形成後のガス雲の (a) 温度と (b) 水素
分子量の分布。

図 5: ガスの流入率を質量座標の関数として示した
(実線). 破線は臨界降着率を表している。

て、0.2 Msun の原始星が誕生し、ρ ≥ 10−8 g cm−3

で 1 Msun まで成長した。原始星が形成されてから
は∼ 2 Msun yr−1という高降着率で急速に成長した。
原始星が成長していく中で起こる、脈動不安定によ
る質量放出や紫外線放射による降着の阻害について
も、定常的に高降着率を保って成長していくため超
大質量星の形成に大きな影響はないとしている。今
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回の計算では、弱い乱流場を与えたが乱流場を強い
ものに変えた場合、またその場合の初期条件のより
正確な設定が課題として挙げられている。
Inayoshi et al. (2014)では、原始星誕生までを計
算しているが、その後の SMBH形成までの計算は行
われていない。本論文で得られた初期値をもとに約
10億年での大質量の獲得は可能なのかを今後の研究
対象として進めていきたい。
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Ӊॳظʹ͓͚Δ࣭ྔͳछ IIIͷੜଘՄੑ

Լ ͪͻΖ (भେֶେֶӃ ཧֶٿՊֶઐ߈)

Abstract

ɹछ III͕ 0.8M⊙ ҎԼͷ࣭ྔͰ͋Δ߹ɺण໋͕ӉྸΑΓ͍ɻछ IIIΛ؍ଌ͢Δ͜ͱ͕

Ͱ͖ΕɺӉॳظͷใΛಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻۚଐܽΛ؍ଌ͠ɺۚଐྔ͕΄΅̌ʹۙ͘ɺ0.8M⊙ ҎԼ

ͷ࣭ྔͰ͋Εɺछ IIIͰ͋ΔՄੜ͕͍ߴɻ͔͠͠ɺະͩʹछ IIIͱࢥΘΕΔΑ͏ͳۚଐܽ

؍ଌ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ

ɹ Ishiyama et al. (2016)ͰɺӉత NମγϛϡϨʔγϣϯͱछ IIIܗϞσϧΛ༻͍ͯɺఱͷۜ

ՏதͱᛙখۜՏதʹ͓͚ΔͦΕͧΕͷ࣭ྔछ IIIͷ؍ଌՄੑΛௐͨɻܭͷ݁Ռɺ࣭ྔछ III

ɺఱͷۜՏதͰϋϩʔͱαϒϋϩʔͷத৺ʹूத͢Δ͜ͱ͕͔ͬͨɻ͔͠͠ɺϋϩʔத৺෦Ͱ

͕େྔʹଘ͓ͯ͠ࡏΓɺͦͷத͔Βछ IIIΛ͚ͭݟΔ͜ͱ༰қͰͳ͍ɻ·ͨɺϋϩʔͷߴҢྖҬͰ

࣭ྔछ IIIΛ୳ͦ͏ͱͯ͠ɺޫͷখ͍͞Ͱ͋ΔͷͰൃ͠ݟʹ͍͘ɻҰํͰɺ࣭ྔछ III

ᛙখۜՏʹूத͢Δ͜ͱ͔ͬͨɻΑͬͯɺᛙখۜՏۙΛௐࠪ͢Δͱɺ࣭ྔछ IIIɺఱͷۜՏ

தΑΓൃ͞ݟΕқ͘ͳΔɻ࣭ྔछ IIIΛ͚ͭݟΔͨΊʹඞཁͳᛙখۜՏͷɺ100 kpcதͰ Ҏݸ10

ԼͰ͋Δ͜ͱ͔ͬͨɻҎ্ͷ݁Ռʹ؍ଌత੍ݶΛՃຯ͠ɺ࣭ྔछ IIIͷ؍ଌՄੑΛධՁͨ͠ɻ

1 Introduction

ɹछ IIIɺϏοάόϯ͕͔͖ͯىΒԯޙ

ʹɺ105 ∼ 106M⊙ͷϛχϋϩʔதͰੜͨ͠ɻӉ

ॳظɺࡏݱͷӉʹൺͯॏݩૉμετ͕ଘࡏ

͍ͯ͠ͳ͍ɻͦͷͨΊɺਫૉ٫͕ྫྷࢠॏཁͰ͋Δɻ

ਫૉࢠͷྫྷ٫ޮѱ͍ͨΊɺΨεӢதͷݪ

େ࣭ྔʹͳΔɻ͔͠͠ɺԁ൫தʹݪͷप

Γʹ͍͔ͭ͘ͷখ͍͞छ III͕Ͱ͖Δ͜ͱ͕ࣔࠦ

͞Ε͓ͯΓɺͦΕΒɺଟମॏྗ૬࡞ޓ༻ʹΑΓɺߴ

͍৺ΛͭͨΊɺԁ൫֎ʹඈͼग़͢ͷ͍Δɻ

ͦͷඈͼग़ͨ͠छ IIIɺࣗͷपΓͰΨεΛ֫

ಘ͠ʹ͍ͨ͘Ίɺ͍࣭ྔ߱ணΛͪɺ࠷ऴతʹ

໋ͳ࣭ྔʹͳΔ (Greif et al. 2011)ɻ͜͜Ͱɺ

͞Εͨछܗ IIIͷ࣭ྔ͕ 0.8M⊙ҎԼͳΒɺण

໋͕ӉྸΑΓ͍ͷͰɺࡏݱ·Ͱੜ͖͍ͯͬ

ΔՄੑ͕͋Δɻ

ɹछ III Λ͚ͭݟΔํ๏ͱͯ͠ɺۚଐܽͷ

ଌ͕͋ΔɻͳͥͳΒɺ֦ு؍ Press-Scheter ཧͷ

merger treeΛྀ͢ߟΔͱɺछ IIIͷද໘ॏݩ

ૉͰԚછ͞Ε͍͖ͯɺۚଐྔͷগͳ͍ۚଐܽʹ

ͳΔͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔͨΊͰ͋ΔɻΏ͑ʹɺද໘ͷ

ۚଐྔ͕΄΅̌ʹ͍ۙۚଐܽΛ͚ͭݟΔ͜ͱ͕

Ͱ͖Εɺͦͷ͕Ұ൪छ IIIʹ͍ۙଘࡏʹͳΔ

ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ͔͠͠ɺࠓ·Ͱछ IIIͱࢥΘ

ΕΔۚଐܽ·͍͔ͩͯͬͭݟͳ͍ɻ

ɹӉॳظͷڍಈΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰɺओʹ

Ӊత NମγϛϡϨʔγϣϯʹΑΔ͕ڀݚͳ͞Ε

͍ͯΔɻIshiyama et al. (2016)ͰɺӉతNମ

γϛϡϨʔγϣϯΛ༻͍ͯɺϛχϋϩʔதͷछ III

ܗϞσϧΛԾఆ͠ɺࡏݱͷӉͰͷछ IIIͷ

ɾҐஔɾࢹڃΛ༧ଌ͍ͯ͠Δɻ͞ΒʹɺಘΒΕ

ͨ༧ଌͱɺաڈ/ਐߦத/ܭըதͷۚଐܽͷௐࠪ

ͱൺֱ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ࣭ྔͳॳͷཧతͳ

IMFΛ੍͚ͮݶΔࢼΈ͍ͯ͠ΔɻIMFΛ੍͢ݶΔ

͜ͱ͕Ͱ͖Εɺ࣭ྔͳछ III͕զʑͷۜՏத

ʹ͍ͭ͋͘Δͷ͔ΛਪଌͰ͖ɺ؍ଌʹ੍ݶΛ͚ͭΔ

͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

2 Methods

ɹμʔΫϚλʔϛχϋϩʔͱఱͷۜՏαΠζͷ

ϋϩʔͷ֊తܗߴղ૾ͷӉతγϛϡϨʔ

γϣϯʹΑͬͯٻΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ·ͨɺछ III

ͷܗμʔΫϚλʔϋϩʔͷ merger treeͰϞ



104

2016 ୈ 46ճ ఱจɾఱମཧएखՆͷֶߍ

σϧԽ͞ΕΔɻIshiyama et al. (2016)ͰɺӉॳ

Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ࣭ྔͷӉ·Ͱੜ͖ࡏݱΒ͔ظ

ͳछ IIIͷڍಈΛγϛϡϨʔγϣϯͨ͠ɻӉ

ύϥϝʔλɺϓϥϯΫӴʹΑͬͯಘΒΕͨӉ

ϚΠΫϩഎࣹ์ܠͷ؍ଌͱҰக͢ΔͷΛ༻͍ͨɻ

͢ͳΘͪɺΩ0 = 0.31,Ωb = 0.048,λ0 = 0.69, h =

0.68, ns = 0.96,σ8 = 0.83Λ༻͍ͨɻ·ͣɺӉॳظ

ߴԹͰɺখنͳϛχϋϩʔ͕ͨ͘͞Μܗ͞Ε

ΔɻͦΕΒ͕ଟମॏྗ૬࡞ޓ༻ʹΑͬͯҾ͖͋ͤد

͍ɺ߹ମ͍͖ͯ͠ɺঃʑʹΑΓେ͖ͳαϒϋϩʔɺݱ

͓ʹࡏݱ͞Ε͍ͯ͘ɻܗʹͷϋϩʔͱ֊తࡏ

͚Δ࣭ྔͳछ IIIͷੜ͖Γͷɺϥϯμ

Ϝʹબͨ͠μʔΫϚλʔཻࢠͷͱ͍͠ͱԾ

ఆ͢Δɻ͜͜Ͱɺnpop3Λ 1, ͱԾఆͯͦ͠Εݸ10

ͧΕͨ͠ܭɻ͜͜Ͱɺछ IIIɺ͖͍͠ T crit
vir

Λ͑ΔϏϦΞϧԹ Tvir ΛͭϛχϋϩʔதͰܗ

͞ΕΔͱԾఆͨ͠ɻϏϦΞϧԹͱ͖͍ࣜ͠

(1)ɺ(2)Ͱද͞ΕΔɻ͜͜Ͱ µ୯Ґཅͨ͋ྔ࣭ࢠ

Γͷฏۉྔ࣭ࢠɺM(zc)छ III͕ॏྗ่յ͢

ΔͷํภҠ zc ʹ͓͚Δϛχϋϩʔ࣭ྔɺz̲ 

ॏྗ่յ͢ΔϋϩʔͷฏۉաີͰ͋Δɻ

Tvir = 9.09× 103(
µ

0.59
)(

M(zc)

109h−1M⊙
)2/3

×(
△c(zc)

18π2
)1/3(1 + zc)K

(1)

(
T crit
vir

1000K
) = 0.36(FLW(Ωbh

2)−1(
1 + z

20
)3/2)0.22 (2)

͜͜ͰɺFLW ɺਫૉࢠΛޫղ͢Δ Lyman-

Wernarόϯυͷͱ͖ͷϑϥοΫεͰ͋Γɺࣜ (3)Ͱ

ද͢ɻ

FLW = 4πJLW = 1.26× 101.8(−1−tanh(0.1(z−40)))

(3)

ɹ·ͨɺछ III͕ॏྗ่յ͢Δͱ͖ͷํภҠͱ

࣭ྔ͔ΒɺΞΠιΫϩʔωϞσϧΛ༻͍ͯɺ༷ʑͳ

όϯυڃΛͨ͠ܭɻ͜͜ͰɺΞΠιΫϩʔωϞ

σϧͱɺͷ࣭ྔͱྸ͔Βɺ͕ڃಋ͚Δͱ͍

͏ͷͰ͋Δɻ͜ΕΛ༻͍ͯɺࡏݱͰ؍ଌՄͳ

ڃΛͭछ IIIͷੜ͖ΓͷΛ࡞ͨ͠ɻ

3 Results

ɹܭͷ݁ՌΛਤ 1ʙ5ͱද 1ʹࣔ͢ɻਤ 1ɺԣ

ͷ֤ϋࡏݱͷϋϩʔϏϦΞϧ࣭ྔɺॎ͕࣠ࡏݱ͕࣠

ϩʔதͰͷछ IIIͷੜ͖ΓΛࣔͨ͠ͷͰ͋

Δɻਤ 1ΑΓɺnpop3 = 1, 10ͷͲͪΒͷϞσϧͰ

ൺྫؔͯݟ͕औΕΔɻΑͬͯɺࣜ (4)Λಘͨɻ

Nsurv = 10−7npop3
Mvir

M⊙
(4)

·ͨɺܭΑΓɺද 1ͷΑ͏ͳ̐ͭͷϋϩʔ͕Ͱ͖ɺ

ԣ͕࣠ϋϩʔத৺͔Βͷܘɺॎ͕࣠छ IIIͷ

ີͱ͢Δਤܘ 2͕ಘΒΕͨɻਤ 2ΑΓɺछ III

ͷܘີɺத৺͔Β֎ଆͷྖҬʹ͔͚ͯϗ

ετμʔΫϚλʔϋϩʔͷ࣭ྔີʹ΄΅ै͏͜ͱ

औΕΔɻͯݟ͕

ਤ 1: (Ishiyama et al.(2016))ɹ

ද 1: (Ishiyama et al. (2016))

໊લ ࢠཻ (N) ϏϦΞϧ࣭ྔMvir(1012M⊙)

H2 381,963,719 2.88

H3 318,640,498 2.40

H4 306,717,590 2.31

H5 146,585,900 1.11

ɹਤ 3 ɺH5 ͷϋϩʔʹ͓͍ͯɺμʔΫϚλʔ

ີͷʢ্ࠨʣͱछ IIIͷੜ͖Γͷີ

ʢӈ্ʣɺVόϯυ͕ڃ 22.5·ͨ 20.0ΑΓ

໌Δ͍ੜ͖ΓͷີʢࠨԼɺӈԼʣͰ͋Δɻ

ਤ 3ΑΓɺμʔΫϚλʔີͱछ III ͷੜ͖Γ

ͷີʹ૬͕ؔ͋Γɺछ IIIͷੜ͖Γɺϋ

ϩʔͱαϒϋϩʔͷத৺ʹूத͍ͯ͠Δ͜ͱ͕͔

Δɻ
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ਤ 2: (Ishiyama et al.(2016))ɹ

ਤ 3: (Ishiyama et al.(2016))ɹ

ɹʹɺछ IIIͷ࣮ࡍͷ؍ଌํ๏ͷ੍ݶʹ͍ͭͯ

ड़͢ΔɻӉతNମγϛϡϨʔγϣϯʹΑΓɺఱ

ͷۜՏதͱᛙখۜՏதʹ͓͚ΔͦΕͧΕͷ࣭ྔ

ͳछ IIIͷ؍ଌՄੑΛௐͨɻਤ 4ͷΑ͏ʹɺ

ఱͷۜՏαΠζͷϋϩʔதͷߴҢྖҬ (ϋϩʔ)ɾ

தҢྖҬ (ԁ൫)ɾҢྖҬ (όϧδ)ɾத৺ྖҬ

(ۜՏத৺)Λ͑ߟΔɻ͜͜Ͱɺ1ͭͷछ IIIͷੜ

ΔͷʹඞཁͳαϯϓϧαΠζͱ͍͏͚ͭݟΓΛ͖

ͷΛࢦඪʹͯͨ͠͠ܭɻαϯϓϧαΠζͱɺ

field starͷͱੜ͖ΓͷͷͷൺͰ͋Δɻܭ

ͷ݁Ռɺ֤ϋϩʔ͝ͱʹԣ࣠Λڃɺॎ࣠Λαϯϓ

ϧαΠζͱͯ͠ਤ 5͕ಘΒΕͨɻ࣮ઢ npop3 = 10

Ϟσϧɺഁઢ npop3 = 1ϞσϧͰ͋Δɻਤ 5ΑΓɺ

த৺ྖҬʹ͏͔΄ͲαϯϓϧαΠζ͕େ͖͘ɺߴ

ҢྖҬʹ͏͔΄ͲαϯϓϧαΠζ͕গͳ͍͜ͱ

औΕΔɻ͜ΕɺॏྗʹΑͬͯͯݟ͕ field starͷଟ

͕͘த৺ྖҬʹूத͠ɺߴҢྖҬ΄Ͳ field star͕

গͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻͭ·Γɺछ IIIΑΓ

ҢͳྖҬ΄Ͳଟ͘ଘ͢ࡏΔ͕ɺfield starͷີ

ͦΕҎ্ʹ͍ͨߴΊɺͦͷྖҬʹ͓͚Δछ III

ͷੜ͖Γ͚ͭݟʹ͍͘ɻΏ͑ʹɺશϋϩʔத

Ͱछ IIIͷੜ͖ΓΛ͚ͭݟΔͷʹޮతͳྖҬ

ɺࣗମগͳ͍͕ɺfield star͕͋·Γଘ͠ࡏͳ

ҢྖҬͰ͋Δɻߴ͍

ਤ 4: (Ishiyama et al.(2016))ɹ

ਤ 5: (Ishiyama et al.(2016))ɹ

ɹ·ͨɺ؍ଌثʹۚଐྔʹײͷ͋ΔϑΟϧλʔΛ

͔͚ɺେྔͷۚଐܽΛϦετΞοϓ͠ɺଌޫ؍

ଌͰ field starͷ 95%Λআ͚ΔͱԾఆ͢Δͱɺαϯ

ϓϧαΠζΛશମతʹখ͘͢͞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜

͜Ͱɺԁ൫ϋϩʔΑΓۚଐྔ͕ଟ͍ͨΊɺΑΓޮ

ՌతʹΛऔΓআ͘͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻͦͷͨΊɺछ
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IIIͷੜ͖ΓɺதҢྖҬ (ԁ൫)Ͱ؍ଌͷޮ

͕ྑͦ͞͏Ͱ͋Δ͜ͱ͕͔ͬͨɻதҢྖҬΛ

ҢྖҬߴଌ͢Δརͱͯ͠ɺ؍ (ϋϩʔ)ΑΓɺ

छ III ͷੜ͖Γ͕ଟ͍Ͱ͋ΔɻͦͷͨΊɺछ

III ͱ field starΛۚଐྔͰ۠ผͰ͖Δ؍ଌثΛ࡞

Δඞཁ͕͋Δɻ

ɹޙ࠷ʹɺᛙখۜՏʹ͓͚Δछ IIIͷੜ͖Γͷ

ͷ݁ՌɺզʑͷۜܭΔɻ͢ٴݴ͍ͯͭʹݶଌ੍؍

Տܥ֎ʹଘ͢ࡏΔᛙখۜՏΛ ଌ͢Δͱɺ1ͭ؍ݸ10

ͷछ IIIͷੜ͖Γ͕ଘ͢ࡏΔՄੜ͕͋Δͱ͍

͏͜ͱ͕͔ͬͨɻࡏݱɺզʑͷۜՏܥ֎ͷᛙখۜ

Տ ΓɺͦͷશͯͷᛙখۜՏ͓͔ͯͬͭݟͲ΄ݸ11

Λ؍ଌ͢Δͱɺछ III ͷੜ͖Γ͕ 1 ͔ͭݟݸ

Δ͔͠Εͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͋ΔɻᛙখۜՏ͋·

Γͷ͕গͳ͘ɺͦͷۚଐྔগͳ͍ͷͰɺϋ

ϩʔதͷߴҢྖҬதҢྖҬΛͯݟछ IIIͷ

ੜ͖ΓΛ୳͢ΑΓɺޮతͰ͋Δͱ͑ݴΔɻ͞Β

ʹɺࠓ·Ͱͷ؍ଌʹ͓͍ͯɺछ IIIͷੜ͖Γͱ

ͳ͍͜ͱ͔͍͔ͯͬͭݟΘΕΔۚଐ͕ܽະͩࢥ

Βɺnpop3 = 10ϞσϧෆదͰ͋Γɺnpop3 = 1

͕దͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

4 Discussion

ɹઌڀݚߦΑΓɺઃఆɾܭΛৄࡉʹ͍ͯ͠Δͷ

Ͱɺछ IIIͷੜ͖Γɺܘີͪ͜

Βͷํ͕৴ጪੑ͕͍ߴͱ͍͑Δɻ͔͠͠ɺද໘ͷۚ

ଐԚછɺΨεӢதͷྲྀࠓճྀ͍ͯ͠ߟͳ͍ͷͰɺ

Δͷ͕՝Ͱ͋Δɻ·ͨɺछྀ͢ߟͦΕΒΛޙࠓ

 IIIͷ࣭ྔ͕ 140ʙ260M⊙ ͷ߹ɺPISNe(ରෆ

҆ఆܕ৽)Λ͢͜ىͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻΏ͑ʹɺ

(Fe/H) < −3ͷۚଐܽαʔϕΠͰɺPISNeͷࠟ

͕؍ଌ͞ΕͨΒɺछ IIIͷ IMFΛಘΔ͜ͱ͕

Ͱ͖Δɻछ IIIͷ࣭ྔ͕ 260M⊙Ҏ্ͷɺେ࣭

ྔͳϒϥοΫϗʔϧʹͳΔɻͦͷͨΊɺॏྗΛ؍

ଌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Εɺछ IIIͷ IMFͷ੍ݶΛ

͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ

5 Conclusion

ͷզʑͷμʔΫϚλʔϋϩʔதʹ͓͍ͯɺϋࡏݱ

ϩʔͷྖҬɺԁ൫ͷྖҬɺᛙখۜՏͰͷ࣭ྔͳछ

 IIIͷ؍ଌՄੑΛӉతγϛϡϨʔγϣϯʹ

Αͬͯௐͨɻܭͷ݁Ռɺ࣭ྔछ IIIɺϋ

ϩʔͱαϒϋϩʔͷத৺ʹूத͢Δ͕ɺϋϩʔྖҬ

ԁ൫ྖҬΑΓɺۙͷᛙখۜՏΛௐࠪͨ͠ํ͕छ

IIIͷੜ͖ΓΛ͚ͭݟ͍͢ͱ͍͏͜ͱ͕͔ͬ

ͨɻ͜ΕΒͷ੍؍ͮ͘جʹݶଌͷݩɺ࣭ྔͳछ

IIIͷ IMFΛ੍͢ݶΔ͜ͱ͕ՄʹͳΔɻ
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へび座分子雲における超低質量天体の観測的研究

小田　達功 (埼玉大学大学院　教育学研究科　天文学研究室 M1)

Abstract

　本研究では、UKIRT3.8m望遠鏡と広視野赤外線撮像装置WFCAMを用いて、近赤外線測光観測法によ
る若い超低質量天体の探査を行った。超低質量天体と呼ばれる褐色矮星・惑星質量天体は、非常に暗いため
観測数が少なく (e.g. Oasa et al. 1999）、形成過程の理解があまり進んでいない。超低質量天体は近赤外に輻
射のピークを持つことや、近赤外が分子雲による吸収散乱の影響を受けにくいことから、分子雲内の超低質
量天体の探査観測には近赤外が適している。
　研究対象は、若い中質量星が超低質量天体の形成に及ぼす影響を探るため、近傍の中質量星形成領域であ
るへび座分子雲とした。へび座分子雲は大きく 3つの領域 (A, B, South)に分けられる。本研究では、超低
質量天体が見つかっていない B領域について、超低質量天体形成の有無を探った。測光結果から 2色図を作
成し、赤外超過が見られる YSO候補天体を、約 1600同定した。また、YSO候補天体の年齢を 100万年と
仮定することで、質量を推定し、惑星質量天体候補と褐色矮星候補を合わせて約 700同定した。
　結果、分子雲密度が高い領域で褐色矮星候補が存在する一方、Class 0天体及びそのアウトフローの周囲
を除く全域に惑星質量天体候補は存在していることがわかった。Class 0天体付近には惑星質量天体候補は
存在せず、Class 0天体から少し離れたアウトフローの方向に多く分布した。これらから、分子雲密度が高い
領域で褐色矮星が形成されている可能性と、Class 0天体のアウトフローが惑星質量天体の分布や背景星に
影響を及ぼす可能が示唆された。

1 Introduction

1.1 低質量星の形成と進化について

太陽程度の低質量星は、原始星から古典的 T タ
ウリ型星 (Classical T-Tauri Star; CTTS)、弱輝線
Tタウリ型星 (Weak-line T-Tauri Star; WTTS)と
いう前主系列星の段階を経た後、中心部で水素核融
合反応が始まると 0 歳主系列星となり、安定した核
融合反応を起こす主系列星段階に入る。この生まれ
てから主系列星にいたるまでの段階の星を総称して、
YSO (Young Stellar Object)と呼ぶ。
　YSOは周囲にディスクやエンベロープといった星
周物質を持つ。YSOの光球から輻射される光は、星
周物質中のダストに一度吸収され、より長い波長で
再放射される「赤外超過」が見られる。年齢が若い
ほど星周物質が多いため、赤外超過は大きくなる。
低質量星の進化過程は赤外超過を基に、赤外線域
(2<λ<10µm)の放射強度分布 (Spectral Energy Dis-

tribution; SED)の傾き αを指標とし、Class I,II,III

(Lada et al.1987), Class 0 (Andre et al.1993)の 4

段階に分類される。傾き αは α = dlog(λFλ)
dlogλ の式で

表わされる。
　以下にYSOの 4 つの進化段階について説明する。

1⃝ Class 0天体 (∼104 年)

　分子雲コアの段階の天体。Class0天体は周囲の星
周物質が光学的に厚く、また、分子雲に深く埋もれて
いるので可視光や赤外線での観測は困難であり、サ
ブミリ波や電波等の長波長域で観測できる。また、質
量降着に伴うアウトフローが見られる。

2⃝ Class I天体 (∼105 年)

　原始星の段階の天体。SED において傾き α が
0<α<3と定義され、2µmより長い波長で輻射のピー
クを持つ。周囲を濃いエンベロープに覆われており、
大きな赤外超過を持つ。中心星へのガスやダストの
質量降着により、天体の赤道面にディスク (原始惑星
系円盤)が形成される。ガスやダストはまずこのディ
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スクに落ち、ディスクから中心星へ質量降着が起こ
る。ディスクと垂直方向には激しいアウトフローの
放出がある。この質量降着やアウトフローによる質
量放出によって、周囲のエンベロープは徐々に減少
していく。

3⃝ Class II天体 (∼106 年)

　 CTTS段階の天体。SEDの傾き αが-2<α<0 と
定義され、2µmよりも長い波長でフラックスが平坦
もしくは減少する。質量降着やアウトフローによっ
てエンベロープの大部分が消失しているが、赤道面
に光学的に厚いディスクは残っている。ディスクが
赤外超過を引き起こすが、Class I天体ほどの大きな
超過は見られない。

4⃝ Class III天体 (∼107 年)

　WTTSの段階の天体。SEDの傾き αが-3<α<-2

と定義され、2µmより長波長での放射の超過が見ら
れなくなり、SEDは主系列星とほぼ同じ形を示す。
CTTS段階では見られた円盤がほとんど消失するた
め、赤外超過はほとんど見られない。
　各進化段階の SED及び模式図を示す。

図 1: 低質量星の進化段階毎の SED と模式図
(Bachiller et al. 1996)

1.2 へび座分子雲

へび座分子雲 (Serpens Molecular Cloud) は、
距離:225±55pc (Straizys et al. 2003) に位置し、銀
経:30.6°銀緯:+5.4°付近で、３つの Cluster (A, B,

South) が知られている活発な星形成領域である。
Cluster Aでは過去にすばる望遠鏡を用いた近赤外測
光観測によって超低質量天体が 1000以上発見されて
いる。さらに、CO電波観測との比較から、分子雲密
度が低い環境で惑星質量天体が形成されやすいと報
告されている (佐藤 2015)。Cluster Bでは、電波観測
によって分子雲密度が求まり (Burleigh et al. 2013)、
Class 0天体が見つかっている (Djupvik et al. 2006)。
さらに、Spitzerによる観測から Class I天体が複数
同定されている (Harvey et al. 2006)。

2 Observations

超低質量天体の探査を目的とした深い近赤外線の
探査観測は行われていない、Cluster Bについて近赤
外測光観測・解析を行った。

表 1: 観測について
日時 2010年 8月 10, 11日
望遠鏡 イギリス赤外線望遠鏡 (UKIRT)

検出器 広視野赤外線撮像装置 (WFCAM)

観測波長 J(1.2µm), H(1.6µm), K(2.2µm)

領域 へび座分子雲 Cluster Bの 14′× 53′
積分時間 1波長あたり 1000∼2800s

シーイング 0.96″∼2.4″

3 Reduction

解析は IRAF (Imaging Reduction and Analysis

Facility)を用いて行った。

3.1 画像の重ね合わせ

S/Nをあげるため一次処理を終えた画像を重ね合
わせた。今回の観測では、8/9と 8/10でシーイング
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に大きな差があった。そのため、画像を日付ごとに重
ね合わせ、測光を行い、測光データを加重平均した。

3.2 天体の測光

測光は、PSF内の光量を測定するPSF測光を用い
た。PSF測光は近接した天体を分離して測光できる
ため、銀河面に近く星が密集している本研究領域に
適している。

4 Results

4.1 限界等級

10σの限界等級はJ:20.6∼21.3等, H:19.9∼20.2等,

K:19.4∼19.7等となった。また、3バンドで同定した
天体数は合計 55,732天体となった。

4.2 ClassII天体の選別

ClassII天体の選別は、天体の赤外超過をもとに行っ
た。縦軸に J-H、横軸に H-Kの等級を取った二色図
を作成し、赤外超過の見られた ClassII 天体候補を
1,608天体同定した。

4.3 超低質量天体の同定

超低質量天体はClassII天体候補から、天体の質量
をもとに同定した。 1⃝天体までの距離と分子雲によ
る減光を補正し、天体固有の等級を求めた。 2⃝若い天
体の年齢を 100万年と仮定し、理論モデル (Baraffe

et al.2003) をもとに天体の質量を算出した。結果、
合計で褐色矮星候補を 47天体、惑星質量天体候補を
669天体同定した。

5 Discussion

5.1 減光量の空間分布

同定した YSO の減光量を JHK 二色図の赤化量
から算出し、その空間分布図と 13CO 積分強度図、

図 2: 本観測から得られたの J-H/H-Kの二色図の一
例。赤化を受けていない主系列星や巨星、超巨星は、
赤、青、緑の曲線状にプロットされる。分子雲中の天
体は、ガスやダストによる減光の影響で、二色図上
で示した矢印の方向に赤化を受ける。また、YSOは
星周物質による影響で、右側に分布し、赤外超過を
示す。従って、この二色図から赤外超過を示す YSO

候補を分類できる。

1.1mm連続波分布図と比較した (図 3)。減光量の高
い領域は 1.1mmダスト連続波と良く一致し、薄い領
域では 13COとの相関も見られた。また、1.1mmダ
スト連続波が検出されている領域ではYSOは検出さ
れていない。本観測では最大でAv=38等の天体が検
出された。

図 3: 観測から求められた減光量 (Av)の分布（左）
と 13COガス (赤色の濃淡)と 1.1mmダスト連続波
(白の等高線)の分布 (Burleigh et al.2013)の図。
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5.2 超低質量天体の空間分布と質量関数

減光量が非常に高い領域には天体の数が少ない。こ
れは、本研究では分子雲に埋もれて検出されない天
体がある、または、この領域では星形成が行われて
いない可能性が考えられる。
　さらに、惑星質量天体は全体に一様に分布してい
る一方、褐色矮星は分子雲密度の高い領域にのみ分
布している。このことから、褐色矮星は分子雲密度
の高い領域で形成している可能性が考えられる。
　また、この領域には、Class 0 天体の存在と南南
西方向へのアウトフローの放出が確認されている
(Djupvik et al. 2006,2016)。Class 0天体付近には超
低質量天体は存在せず、アウトフローの方向に 3.5pc

離れた領域に、数多く存在した。さらに、アウトフ
ローの速度 (27mas/yr; Djupvik et al. 2016)から到
達時間計算すると、1.2× 104 年となり、Class 0天
体の年齢を考えると矛盾しない。このことから、ア
ウトフローが超低質量天体の分布や形成に影響を及
ぼす可能性が示唆された。
　さらに、YSOの質量関数を作成したところ、質量
が軽い天体ほど多く形成されている傾向を示した。一
方、0.1太陽質量程度の天体でのみ減少傾向を示した。

6 Summary

へび座分子雲において超低質量天体と呼ばれ
る、褐色矮星と惑星質量天体の形成を探るため、
UKIRT/WFCAMを用いた 14′× 53′の深い赤外
撮像データの解析をおこなった。JHK二色図から、
Class II天体候補を 1,608天体同定し、質量から褐色
矮星候補を 47天体、惑星質量天体候補を 669天体を
同定した。また、超低質量天体の空間分布から、褐
色矮星が分子雲密度の高い領域で発見されたことか
ら、恒星と同様に分子雲密度の高い領域で形成され
ている可能性が示唆された。さらに、Class 0天体付
近には超低質量天体が見られず、アウトフローの方
向に 3.5pc以上離れた領域で多く発見されたことか
ら、アウトフローが超低質量天体の分布や形成に影
響を及ぼす可能性が示唆された。
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埼玉大学55cm望遠鏡SaCRAを用いたV1647 Oriにおける変光探査

佐藤　耕平 (埼玉大学大学院 教育学研究科)

Abstract

　本研究は FU Ori 型星である V1647 Oriを可視・近赤外で長期的に観測を行い、その光度変化から変光の

原因を物理的に検証し、明らかにする。FU Ori型星は、短い期間に爆発的に増光する天体で、星周物質の

質量降着によってアウトバーストを起こすと考えられている。V1647 Oriは 2003年 11月に 1stアウトバー

ストが始まり約 4ヶ月の間に可視で 5 等程明るくなったが、その後 2年ほどで元の明るさに戻り、2008年

に 2ndアウトバーストを起こした FU Ori型星である。

本研究ではV1647 Oriの可視・近赤外の光度変化を調べるために、可視測光観測には主に埼玉大学 55cmSaCRA

望遠鏡を、近赤外測光観測には兵庫県立大学西はりま天文台 2mなゆた望遠鏡を用いて観測した。2014年 11

月 2016年 3月の 31 晩の観測データに対して、「IRAF」を用いてアパーチャー測光を行った。V1647 Ori

の光度変化の特徴から、2014年 11月 13日 12月 1日の間に約 0.7 等の増光、また 12月 1日 12月 24日の

間に同程度の減光が見られ、周期光度解析からは 1.5日と 3日の変動周期が得られた。2015年 1月 8日 13

日の間に、iバンドと H,Ksバンドに同程度の減光を示す相関、さらに 2016年 1月 8日 20日の間に、iバ

ンドと z バンドにそれぞれ 0.5 等と 0.1 等の減光を示す相関があった。先行研究と合わせた光度変化から、

2008 年のアウトバースト以後 V1647 Oriの光度はほとんど変化していないことから、2ndアウトバースト

は 2016年 3月現在も継続していることが分かった。また広島大学かなた望遠鏡による近赤外分光観測から

V1647 Oriに見られる Br-γ輝線の等価幅が数時間単位で変動しているのがわかった。本研究からは、V1647

Oriの不規則な変光の原因は質量降着による可能性があると考えられる。

1 Introduction

1.1 FU Ori型星について

　変光とは、星の明るさが時間とともに変動するこ

とである。変光星は様々な進化段階でみられ、自転

による増光・減光、惑星による主星の掩蔽、星周物

質の質量降着など、その変光原因によって分類され

ており、FU Ori型星は変光星の一種である。

　 1930年代中頃にオリオン座の FU Oriという天体

が可視で 5等以上の光度上昇 (アウトバースト)を起

こした。その後徐々に減光したが現在も明るく輝い

ている。このような爆発的に光度上昇を起こす天体

をFU Ori型星 (FUors)という。FUorsはアウトバー

ストによって可視で 5～10等明るくなり、その明る

さを数年～数十年継続する。FUorsは原始星段階の

星周物質が降着することによってアウトバーストを

引き起こすと考えられているが、観測例が十数例と

少ないために分かっていないことが多い。

　 1.2 V1647 Oriについて

　V1647 Oriは、オリオン座M78の南西　赤経 05：

46　赤緯-00：06付近にある FUorsである。2003年

11月に 1stアウトバーストを起こし 4ヶ月間で可視で

約 5等明るくなった。それから約 2年でアウトバー

スト前の光度に戻ったが、2008年に再び 1stアウト

バーストと同程度に明るくなった (Aspin et al.2011)。

V1647 Oriの反射光で輝いている扇状のネビュラが

特徴的で、McNeil ’s nebulaと呼ばれる。

2 Observations

観測

日時：2014年 11月～2016年 3月の計 30晩

望遠鏡：埼玉大学 55cmSaCRA望遠鏡、兵庫県立大

学西はりま天文台 2mなゆた望遠鏡

装置：MuSaSHI(埼玉),NIC(西はりま)
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図 1: V1647 Ori g ’r ’i ’三色合成図

Gemini/GMOS 2007年 2月 22日 (Aspin et al.2008)

観測波長：r,i,z(埼玉),J,H,Ks(西はりま)

露出 (積分)時間：1枚 60秒 (埼玉),16秒× 10積分

(西はりま)ごとに測光。

3 Reduction

本研究の解析は IRAF(Imaging Reduction and

Analysis Facility)を用いて行った。

3.1　一次処理

　一次処理としてまずダーク引き、フラット処理を

行った。ダークは同じ露出時間のものを重ね合わせ、

オブジェクトフレーム、フラットフレームから差し

引いた。フラットはドームフラットを使用した。

3.2　測光

　本研究は aperture測光を使用した。aperture測光

は、aperture範囲内にあるフラックスの総和を等級に

換算する測光方法である。apertureは天体のFWHM

の 1.5倍に設定した。また V1647 Oriのネビュラが

広がっているため、ネビュラの影響を少なくするた

めに annulus、dannulusはそれぞれ 30、20と広めに

設定した。測光後に USNO-B1.0のカタログ等級を

用いて 5個の参照星の等級と比較して、V1647 Ori

の等級を補正した。

3.3　光度曲線の作成

　それぞれのオブジェクトフレームに対して等級を

求め、時間情報をもとに光度曲線を作成した。

3.4　周期解析

　周期解析には VStarを用いた。光度曲線は時系列

データなので、フーリエ変換によってスペクトルを

推定することができる。2014年 11月～2015年 2月

における V1647 Oriの光度曲線について周期解析を

行い、確立の高い周期を求めた。

4 Results

4.1　 1998年～2016年の年変化

　 1998年～2016年における V1647 Oriの iバンド

等級の年変化を図 2に示す。2013年～2016年の値は

本観測データである。1998年～2004年の値は Pere-

grine et al(2004)、2008年～2012年の値は Semkov

et al(2012)を参照した。縦軸が iバンド等級、横軸

が修正ユリウス日を示す。光度変化から、V1647 Ori

の 2ndアウトバースト (図 3のMJD 4800日に相当

する)が起きた 2008年からほとんど明るさが変化し

ていないため、2ndアウトバーストは 2016年現在も

続いていると考えられる。

図 2: 1998年～2016年 iバンド光度曲線 (Peregrine

et al.2004 , Semkov et al.2012)

4.2　 2014年 11月～2015年 2月の日変化

　 2014年 11月～2015年 2月におけるV1647 Oriの
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iバンド等級の日変化を図 3に示す。縦軸が iバンド

等級、横軸が修正ユリウス日を示し、赤+は V1647

Oriを、その他の記号は参照星を表す。

図 3: 2014年 11月～2015年 2月 iバンド光度曲線

(赤+：V1647 Ori その他：参照星)。2014年 11月 13

日～12月 1日 (MJD6974 6992日)の間に 0.7等の増

光、また 12月 1日～24日 (MJD6992 7015日)の間

に同程度の減光がみられた。

　また 2015年 1月 8日～13日におけるV1647 Ori

の可視 (iバンド,zバンド)、近赤外 (Hバンド,Ksバ

ンド)等級の日変化を図 4に示す。縦軸が等級、横軸

が修正ユリウス日を示し、赤+は V1647 Oriの iバ

ンド、青△は同 zバンド、茶＊は同 Hバンド、黒＊

は同 Ksバンドを表す。

4.3　 2015年 12月～2016年 3月の日変化

　 2016年 1月 8日～20日における V1647 Oriの i

バンド、zバンド等級の日変化を図 5に示す。縦軸が

等級、横軸が修正ユリウス日を示し、赤+は V1647

Oriの iバンド、青△は同 zバンドを表す。

4.4　周期解析

2014年 11月～2015年 2月の iバンド等級の日変化

について周期解析を行った結果、変動周期は 3日も

しくは 1.5日のピークが高かった。

4.5　近赤外分光観測

　 V1647 Oriの 2013年 3月 6日～11日の Br-γ輝

図 4: 2015年 1月 8日～13日多色光度曲線 (赤+：

V1647 Ori 　 i バンド　青△：同 z バンド　茶＊：

同Hバンド　黒＊：同Ksバンド)。1月 8日～13日

(MJD7031 7035日)において、iバンドとH,Ksバン

ドの光度変化に同程度の減光を示す相関がみられた。

図 5: 2016年 1月 8日～20日多色光度曲線 (赤+：

V1647 Ori iバンド　青△：同 zバンド)。2016年 1

月 8日 20日 (MJD7395 7407日)の間に、iバンドと

zバンドの両方に減光がみられたが、iバンドの方が

減光は大きかった。

線の等価幅の時間変化・日変化を図 6に示す。縦軸が

Br-γ輝線の等価幅、横軸が修正ユリウス日を表す。
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図 6: 2013年 3月 5日～11日の V1647 Oriの Br-γ

線変動。等価幅が 1～10Åの間で変動している可能

性がある。Br-γ輝線の等価幅の時間変動から、質量

降着率が常に変動している可能性が考えられるが、i

バンド等級との相関は見られなかった。

5 Discussion

変光の原因として、以下の理由が考えられる。
1⃝星周物質の吸収による減光
2⃝自転による増光・減光
3⃝質量降着率の変化による増光・減光

まず 1⃝星周物質の吸収による減光　については、
2015年 1 月 8日～13 日で可視 (i バンド)と近赤外

(Hバンド,Ksバンド)に同程度の減光があったこと、

そして 2016年 1月 8日～20日で iバンドと zバン

ドの減光量に差があったことなどから、星周物質の

吸収による減光は可能性の１つだと言える。次に 2⃝
自転による増光・減光　については、X線の観測を

行った先行研究によって V1647 Oriの自転周期が約

1日だと提唱されている (Hamaguchi et al. 2012)。

しかし今回の可視測光観測データの周期解析によっ

て得られた周期は 3日もしくは 1.5日であり、X線

観測から得られた自転周期と一致しなかった。そし

て 3⃝質量降着率の変化による増光・減光　について
は、V1647 Oriの不規則な光度変動、Br-γ輝線の等

価幅の時間変動から、質量降着率が常に変動してい

る可能性が考えられる。

したがって、今回の可視測光観測からは、V1647

Oriの不規則な変光の原因は 3⃝質量降着率の変化に
よる増光・減光　である可能性が高いと考える。今

後はこの考えを検証するため、 1⃝星周物質の吸収に
よる減光　について多波長の相関をさらに見ていく。

また近赤外測光分光同時観測を行って、輝線の等価

幅の変動と質量降着率の変動の関係を明らかにする。

6 Summary

・FU Ori型星のV1647 Oriに対して、可視・近赤

外長期測光観測を行った。

・V1647 Oriの 2ndアウトバーストは 2016年現在も

継続している。

・2015年 1月 8日～13日において、可視と近赤外に

同程度の減光を示す相関が見られた。また 2016年 1

月 8日～20日に i 0.5等、z 0.1等の減光があった。

・可視測光データの周期解析から 1.5日と 3日の周

期が得られた。

・近赤外分光観測から V1647 Oriの Br-γ輝線が変

動している傾向が見られた。

・V1647 Oriの不規則な変光は、質量降着率の変化

による増光・減光の可能性が考えられる。
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電子加熱による原始惑星系円盤中の磁気乱流の抑制
森 昇志 (東京工業大学大学院 理学院 地球惑星科学系)

概要
原始惑星系円盤の乱流粘性は、円盤内の角運動量輸送を担い、円盤進化に大きな影響を与える。現在、円盤
乱流の起源として有力な候補は磁気回転不安定性 (MRI) である。中心星から遠くでは MRI は十分成長す
ると考えられているが、そこでは MRI 乱流に付随する強電場が電子を加熱する (電子加熱)。我々はこれま
で電子加熱が円盤内の広い領域で起こることを示してきた。 電子加熱が起こると、加熱電子がダストに衝突
し吸着され、電離度が減少し、オーム散逸が増幅する。そのため、この効果により円盤内の磁気乱流が抑え
られるかもしれない。我々はこの可能性を検証するために、電子加熱によってオーム散逸が増幅する効果を
単純な解析的なモデルで模擬し、MHD シミュレーションを行った。その結果、電子加熱によって電流密度
が低い値に抑制されればされるほど、降着応力が減少することを確認した。また、電子加熱の効果がよく効
く時、磁気乱流は全く起きず、定常的な層流状態になることを発見した。そのときの降着応力は整列した磁
場によるマクスウェル応力が支配的である。そして最終的に、このシミュレーション結果と、マクスウェル
応力と電流密度間のスケール則の両方から、電子加熱時の降着応力の予言公式を得た。つまり、電子加熱領
域において、飽和状態の電流密度が分かれば、降着応力を与えることができる。本発表では、得られた経験
式を用いて、電子加熱が円盤の大局的構造に与える影響についても議論する予定である。

1 導入
原始惑星系円盤は形成初期の角運動量を磁気回転
不安定 (MRI)由来の磁気乱流によって円盤の外側へ
と輸送すると考えられている (e.g., Balbus & Hawley

1991)。MRIは磁場が貫いている十分電離した差動回
転円盤で普遍的におきる不安定である。しかし、原始
惑星系円盤で十分に電離源が届かない領域では、低
電離度のためにMRIが発達しない領域 (デッドゾー
ン)が存在する (Gammie 1996; Sano et al. 2000)。一
方で、デッドゾーンの外側のMRI活性領域では、磁
気乱流が発達していると考えられている。
近年、MRI活性領域で磁気乱流の成長後に磁気散
逸が起こるために、磁気乱流が抑制される可能性が
指摘された (Okuzumi & Inutsuka 2015)。ここでの
重要な機構は以下の通りである。磁気回転不安定領
域において、磁気乱流は磁場の成長に伴い強電場も
同時に形成する。一方で弱電離気体中の電子は強電
場によって加速され、そのエネルギーは中性粒子との
衝突で熱に変換される (電子加熱; Inutsuka & Sano

2005)。加熱電子は、その高い熱速度のために、ダス
トに衝突しやすくなり、気相中の電子は減少する。電
子の電離度が減少すると電気抵抗が大きくなり、乱

流は安定化すると考えられる。
このような磁気乱流による電子の加熱はこれまで

無視されてきた効果である。電子加熱は電離度を減
少させ、磁気乱流を安定化させることが期待される。
本集録では、電子加熱に関するこれまでの研究成果を
簡単にまとめた後、電子加熱による磁気乱流の安定化
効果を数値計算を用いて定量的に示す。また、参考と
して (Mori & Okuzumi 2016, arXiv#: 1505.04896)

を参照されたい。

2 電子加熱のこれまでの研究
2.1 非線形オーム則：電子加熱と電離平衡
電子加熱が磁気乱流に与える影響を考える上で欠

かせない概念にオームの法則 1 がある。通常オーム
の法則は、電気伝導度が一定として、電流が電場に比
例すると扱われる。しかし、電子加熱を考慮したオー
ムの法則では、電気伝導度が電場依存するため、非線
形オーム則と呼ばれる (Okuzumi & Inutsuka 2015)。

1ある電場を与えた際に、応答としてどの程度の電流が流れる
か、という関係である。
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一般に、オームの法則における電気伝導度 σは、

J = σE, (1)

= (σe + σi)E, (2)

σe,i =
e2ne,iτmfp,e,i

me,i
, (3)

と表される。ここで、Jは電流密度、Eは電場、neは
電子数密度、τmfp,e,iは荷電粒子の平均自由時間。電
子加熱は電場によって電子温度を上昇させる効果で
あるが、電子温度が変化すると、電離平衡が変化し
電子数密度が変化する。そのようにして、非線形オー
ム則を得ることができる。以下に詳しく見てゆく。

2.1.1 電子加熱

まず、ある電場に対する電場加熱を考慮した電子
の温度 Te を解析的に与える。これは、中性ガス粒
子との衝突を考慮に入れ、電場中の電子の運動方程
式・エネルギー方程式を統計平均とることで得られ
る (Mori & Okuzumi 2016)。

Te ≈ T

⎛

⎝1

2
+

√
1

4
+

2

3

(
E

Ecrit

)2
⎞

⎠ , (4)

Ecrit =

√
6me

mn

kBT

ele
. (5)

ここでEcritは電子の電場加熱がおきる基準となる電
場である。E ≪ Ecrit のとき電子の温度は中性ガス
の温度に等しい。

2.1.2 電離平衡

荷電粒子の数密度は電離平衡を考えることで求ま
る。電離反応は、宇宙線による中性ガスの電離、気
相中の電子と陽イオンの再結合、電子と陽イオンの
ダストへの吸着 2 を考える。平衡状態に達し、中性
ガス粒子の数密度を nn、電子の数密度を ne、陽イオ
ンの数密度を ni とすれば、

0 = ζnn −Krecneni −Kdenend. (6)

2荷電粒子はダスト粒子に吸着した後、ダスト表面で再結合を
行う。ダスト表面に荷電粒子を保持することができるので、気相
中に比べ効率よく再結合を行うことができる。
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図 1: 電子加熱を考慮した電流–電場関係 (非線形オー
ム則)。赤線・青線はそれぞれ電子・陽イオンの電流
密度 (Je と Ji)。ここで Ecrit は電子の電場加熱がお
きる電場。電流密度は電子の電流密度と陽イオンの
電流密度の和で表される。

ここで ζ は電離速度、Krec は気相再結合係数、Kde

はダスト吸着係数である。陽イオンについても同様
な式を立てる。Kde は電子の熱速度におおよそ比例
しており、電子温度が上昇すると、Kdeも上昇する。

2.1.3 非線形オーム則

以上に基づいて、非線形オーム則を得る図 1。電
子加熱が起きると、電気伝導度が変化し、電気度一
定とならないことが分かる。電子加熱によって電子
の熱速度が大きくなると、ダストへ頻繁に吸着され、
気相中の電子存在度が減少し、電気伝導度が減少す
る。また、電子の電流密度が十分小さくなると陽イ
オンによる電流密度が卓越してくる。

2.2 電子加熱領域
前節で得られた非線形オーム則を用いて、原始惑

星系円盤のどこで電子加熱が磁気乱流に対して影響
を及ぼす領域を求める。MRIは成長するとある電流
密度で飽和するということと、電気伝導度が十分小
さくなりすぎると磁気乱流が安定化される２点を利
用する (詳細はMori & Okuzumi (2016)を参照)。円
盤モデルは最小質量円盤モデルを与える。得られた
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図 2: 原始惑星系円盤における電子加熱領域。縦軸
が赤道面からの高さ、横軸が中心星からの距離であ
る。橙色の領域はデッドゾーン、緑斜線領域は電子
加熱領域、青色領域はMRI活性領域を表す。上層の
点線はMRIが起きるスケールハイトでそれより上空
はMRIは安定化される。破線はガス密度スケールハ
イトを表す。

結果が図 2である。これを見ると赤道面付近 0–20AU

にデッドゾーン (電離度が小さいために、MRIが全
く成長しない領域)があるのに対し、20–80AUに電
子加熱領域が広がっていることが分かる。電子加熱
はこれまで考慮されていない効果であり、それがこ
のような広い領域で影響を及ぼしうるということは、
従来の円盤の磁気乱流に対する描像を大きく変える
可能性がある。

3 磁気流体シミュレーション
3.1 手法
公開ソースコード Athenaを用いて磁気流体方程
式を数値的に解く。オームの法則を非線形オーム則
をモデル化することで、電子加熱の電気伝導度減少
効果を取り入れる。具体的には、

J =

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

c2

4πη0
E, E < Ecrit,

c2

4πη0

(
E

Ecrit

)γ−1

E, E > Ecrit,

(7)

と与える (図 3)。ここで η0 は E → 0における電気
抵抗を表す。ある電場を与えた時に複数の電気伝導
度が得られるような電流–電場関係は、MHDの枠組
みにおいて用いることができないため、電子加熱に
よって電気抵抗が上昇する効果のみを取り入れた。

JEH !

電
流
密
度
J

電場強度 E

E c
rit

図 3: 計算に使用した電流–電場関係のモデル化の
概念図。電子加熱時の電流の傾き γは 0.1で与える。
電子加熱が発生するときの電流密度を JEH と表し、
JEH を変えて計算を行うことで、電子加熱の起こり
やすさの違いによって変化する、乱流状態や角運動
量輸送効率 αの定量的な違いを調べる。
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図 4: 最終状態における代表的なシミュレーション結
果の概観。左は、電子加熱効果を考慮した場合、右が
電子加熱を考慮しない場合。色は磁場の強度を表す。

計算は、 (Lx, Ly, Lz) = (H, 2πH, H)のシアリ
ングボックスで計算を行う。また JuとBuはそれぞ
れ計算における電流密度と磁場強度の単位を表す。

3.2 シミュレーション結果
図 4は最終状態における代表的なシミュレーショ

ン結果 (JEH = 0.03Ju)と比較のために電子加熱なし
の結果を示す。電子加熱を考慮しない場合、MRIが
十分発達し磁気乱流を生成しているのに対し、電子
加熱を考慮することで、乱流が全く生成されてない
ことが分かる。
また、図 6に JEHを変化させ、各計算ごとにおけ

る飽和時の電流密度・電場の値をプロットした。そ
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図 5: 電流密度と電場強度の関係。

の結果から、電流密度と磁気乱流強度 αには明確な
関係があること、電子加熱が起こりはじめる電場強
度を早くすればするほど乱流が抑制されることが分
かった。

4 大局的構造の変化
最後に、電子加熱がガス面密度構造に与える影響を
調べる。粘性拡散を αモデルによって表し (Shakura

& Sunyaev 1973)、ガス面密度の粘性拡散を求めた
(Lynden-Bell & Pringle 1974)。αはガス面密度の進
化にともない、電離平衡、乱流状態が変化する。αの
飽和時の電流密度 Jsat 依存性は、

α = 0.015

(
β0

104

)−1 ( Jsat
Jmax

)2

(8)

と与えた。これは前節で得られた関係と整合的であ
る。αは、あるガス面密度における αを逐次計算し、
時間進化をさせた。また、仮定として、デッドゾー
ンにおける乱流強度を 10−4 で与えた。
図 6はガス面密度分布の時間進化を表す。これを
見ると、8Myr経過した後でも、３ au付近ではガス
面密度が高いことが分かる。これは円盤外縁の粘性
降着に比べて、内側の粘性降着が非効率であるから
である。また、3 au から 100 auの電子加熱領域に
ガスが蓄積していることが分かる。このように大局
的に影響を及ぼしうる電子加熱は今後も調べてゆく
必要があると言えるだろう。
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図 6: 電子加熱による乱流抑制をモデル化した、面
密度進化。黄土色が 600年、黄緑色が 7000年、青緑
色が 80万年、青色が 800万年経過した時のガス面密
度分布である。縦軸はガス面密度、横軸は中心星か
らの距離 rを log (r/au) で表す。

5 まとめ
我々は電子加熱による磁気乱流抑制効果を定量的

に調べるために、電子加熱の効果を考慮して磁気流
体シミュレーションを行った。その結果、電流と角
運動量輸送効率 αの間には明確な関係があることが
分かったため、電子加熱の効果は電流からその関係
を経て与えることができる。また、電子加熱が十分
効果的に作用すれば、乱流は完全に抑制され層流状
態になることが分かった。

謝辞
基礎物理学研究所 (研究会番号：YITP-W-15-04 )

及び国立天文台からのご支援に感謝いたします。ま
た、本研究をするにあたって奥住聡先生、犬塚修一
郎先生には大変お世話になりました。

参考文献
Balbus, S. A., & Hawley, J. F. 1991, ApJ, 376, 214

Gammie, C. F. 1996, ApJ, 457, 355

Inutsuka, S., & Sano, T. 2005, ApJ, 628, L155

Lynden-Bell, D., & Pringle, J. E. 1974, MNRAS, 168, 603

Mori, S., & Okuzumi, S. 2016, ApJ, 817, 52

Okuzumi, S., & Inutsuka, S. 2015, ApJ, 800, 47

Sano, T., Miyama, S. M., Umebayashi, T., & Nakano, T.
2000, ApJ, 543, 486

Shakura, N. I., & Sunyaev, R. A. 1973, A&A, 24, 337



122

目次へ

b8

原始惑星系円盤形成段階における微惑
星形成の可能性
東京工業大学
M1 本間謙二



123

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

原始惑星系円盤形成段階における微惑星形成の可能性

本間　謙二 (東京工業大学理学院地球惑星科学系)

Abstract

微惑星は、原始惑星系円盤 (以後、”円盤”と呼ぶ)中の μ m サイズの固体微粒子 (ダスト)が 合体成長し

km サイズまで成長し形成されると考えられるが、その過程には様々な困難がある。中でもメートルサイズ

のダストがガス円盤中で ガスによる抵抗力を受け、角運動量を失って中心星へ落下してしまう中心星落下問

題は深刻な問題である。一方、空隙率の大きいダストアグリゲイトは中心星への落下を回避しうることが示

唆されている (Okuzumi et al. 2012) が、このような円盤モデルではガス円盤の時間進化は考慮されていな

い。ダストの合体成長がどのようなタイミングで開始するのかは円盤の状態に依存するので、実際の微惑星

形成を考える場合は、円盤の形成から粘性進化とダストの合体成長を同時に考える必要がある。本研究では、

円盤の形成とダストの合体成長が同時に起きているという 状況を考え、分子雲コアの崩壊から円盤の粘性進

化を含めた、時間進化する円盤モデルを用いてダストの合体成長を調べた。その結果、微惑星サイズへと合

体成長可能なのは、比較的大きな角速度を持つ分子雲から形成され、なおかつ粘性の小さい円盤の場合であ

ることがわかった。この場合は、氷ダストが中心星へ落下するようなサイズになる前に、十分な空間密度の

氷ダストがスノーライン外側に供給されるからである。またこの結果は、そのような円盤であれば、微惑星

は分子雲コアの崩壊から数十万年で形成される可能性を示唆している。

1 Introduction

原始惑星系円盤において、ダスト粒子の成長は非

常に重要な過程である。惑星形成のシナリオは、ま

ずはじめに、数 km サイズの微惑星が形成されるこ

とから始まる。したがってダストの成長から微惑星

形成までの過程を理解することは、惑星形成シナリ

オの初期条件を与えることにつながる。また、太陽

系天体の分析や原始惑星系円盤の観測から、kmサイ

ズの天体は太陽系形成の早い年代から存在していた

可能性も示唆されている。そのような太陽系や惑星

系形成の観測事実を説明するためにも、円盤形成段

階からのダストの合体成長に関する議論が不可欠で

ある。

マイクロメートルサイズのダストから kmサイズ

の微惑星への成長という過程には様々な問題が考え

られている。中でも深刻な問題は、メートルサイズ

のダストがガス抵抗を受けて角運動量を失い、中心

星へ落下してしまう中心星落下問題である。ガスは

外向きの圧力勾配力を受ける分、ケプラー回転より

も遅く回転する。一方ダストはケプラー回転をしよ

うとするので、相対的にダストはガスの向かい風を

受け、角運動量を失ってしまう。とくに cmから m

サイズのコンパクトなダストアグリゲイトでこの効

果は顕著になり 1AU をおよそ 100年程度で落下し

てしまう計算となる。

Okuzumi et al. (2012) では、氷ダストの内部密度

進化を考慮に入れてダストの円盤での合体成長をシ

ミュレーションした。その結果、最小質量円盤モデル

では、高空隙率な氷ダストであれば、スノーライン

の外側から 10AU よりも内側の領域でダストは中心

星へ落下せずに微惑星サイズへと成長可能であるこ

とを示した。しかし Okuzumi et al. (2012) の円盤

モデルは時間変化しない最小質量円盤モデルであっ

た。実際には円盤は形成段階から時間進化し、それ

がダストの成長、分布に影響を与えるはずである。

本研究では、円盤の形成進化とダストの合体成長

が同時に起きているという状況を考え、時間進化す

る円盤モデルでのダストの合体成長を調べた。その

際、どのような円盤モデルであればダストは微惑星

サイズへと合体成長可能であるかを、円盤のパラメー

タを変化させ調べた。また本研究では、アグリゲイ

トの衝突破壊を無視することができるように、ダス



124

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

トは臨界衝突破壊速度の大きい氷ダストに注目して

計算を行う。

2 Model

2.1 円盤モデル

本研究の円盤モデルは、時間とともに進化するガ

ス円盤モデル、具体的には、円盤進化・形成段階の

円盤モデルを採用する。

2.1.1 分子雲コアの崩壊～円盤への降着

本研究では、分子雲コアの崩壊は Shu (1977)のモ

デルを採用する。ここでは、簡単のため分子雲コア

の構造は球対称で等温を仮定する。Shu (1977)のモ

デルでは、エンベロープから円盤への質量降着率 Ṁ

は、

Ṁ = 0.975
c3s,cd
G

で与えられる。

分子雲コアのあるエンベロープ内の球殻に存在す

る物質は、centrifugal radius、rc よりも内側に落ち

ることになる。Centrifugal radius（遠心力半径）は

Hueso & Guillot (2005)で次のようにパラメタライ

ズされている。

rc(t) = 53

(
ωcd

10−14s−1

)2(
Tcd

10K

)−4(
M(t)

1M⊙

)3

AU

ωcdは分子雲コアの初期の回転角速度で、観測から得

られる典型的な値は 10−15−10−13s−1である (Good-

man et al. 1993)。本研究ではモデルパラメーターと

して扱う。

Centrifugal radiusの内側に落ちる物質の量がどの

ように分配されるかは、遠心力と重力のバランスか

ら与えられ、円盤の単位面積あたり、単位時間あた

りに降着する質量は、

S(r, t) =

 Ṁ
8πr2c

(
r
rc

)−3/2[
1−

(
r
rc

)1/2]−1/2

(r < rc)

0 (r > rc)

となる。

2.1.2 円盤の粘性進化

薄く軸対称な円盤を仮定し、面密度の動径方向の

みの進化に注目する。中心星からの距離を rとする

と、面密度の時間進化方程式は、

∂Σg(r)

∂t
= −1

r

∂

∂r
(Σg(r)rvg(r)) + Sg(r)

である。ここで、Σg はガス面密度であり、vg

はガスの動径方向の粘性拡散速度で、vg =

− 3
Σg

√
r

∂
∂r (Σgνg

√
r)である。また νgはガスの粘性係

数である。ガスの粘性は、分子粘性のみを考慮した

場合では観測で得られるような中心星への降着率を

説明できない。そこで、ガスの粘性は乱流による実効

的な粘性が効果的であると考えられている。その場

合の粘性係数の大きさは Shakura & Sunyaev (1973)

の αモデルによるとパラメーター αとケプラー角速

度、音速を用いて、νg = αc2sΩkと表される。ここで

csは音速、Ωkはケプラー角速度である。αは粘性の

大きさの指標を示す無次元数で本研究ではモデルパ

ラメーターとしてとり扱う。

2.2 ダスト合体成長方程式

本研究では、計算の簡略化のため、ある軌道での
ダストのサイズ分布を考えない。ある時間である軌
道にあるダストのサイズ分布の広がりが十分に小さ
いと仮定する。具体的には、ダストの分布の進化の
方程式は、

∂M1(r)

∂t
= −1

r

∂

∂r
[rvr(mp)M1] + Sd(r,m0)

∂M2(r)

∂t
= M2

1K(mp,mp)−
1

r

∂

∂r
[rvr(mp)M2] +m0Sd(r,m0)

mp(r) =
M2(r)

M1(r)

で与える。ここで、M1(r),M2(r)はそれぞれ、

M1(r) =

∫ ∞

0

mN (r,m)dm

M2(r) =

∫ ∞

0

m2N (r,m)dm

である。代表質量 mp(r) =
∫
m2N (r,m)dm∫
mN (r,m)dm

は

Okuzumi et al. (2012)の結果によれば、ある時間あ

る軌道での、サイズ分布のピークを良く表している。

また、m0はダストアグリゲイトのmonomerの質量、
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Sdは分子雲コアから円盤に単位時間、単位面積当た

りに落ちてくるダストの質量であり、分子雲での一般

的なガスダスト比を考えて、Sd(r,m0) = 0.01Sg(r)

とする。

また vr はダストの動径方向の移動速度で、

vr = − 2Ωts
1 + (Ωts)2

ηvk +
vg,r

1 + (Ωts)2

と表せる。ここで ts は stopping timeで、Ωはケプ

ラー角速度である。ダストの中心星方向への落下速

度は、Ωts = 1付近で最大となる。

3 Results

いくつかの円盤のパラメータで計算を行った結果

を以下に示す。

Case.1 ωcd = 3× 10−14 s−1, α = 10−4
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図 1: Porous,ωcd = 3 × 10−14 s−1、α = 10−4 の場

合の、それぞれの軌道におけるアグリゲイトの質量

の時間変化（赤線）。灰色の点線は Ωts = 1を表す。

Case.2 ωcd = 3× 10−14 s−1, α = 10−3
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図 2: Porous, ωcd = 3× 10−14 s−1、α = 10−3 の場

合の、それぞれの軌道におけるアグリゲイトの質量

の時間変化（赤線）。灰色の点線は Ωts = 1を表す。

Case.3 ωcd = 5× 10−15 s−1, α = 10−3
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図 3: Porous, ωcd = 5× 10−15 s−1、α = 10−3での、

それぞれの軌道におけるアグリゲイトの質量の時間

変化（赤線）。灰色の点線は Ωts = 1を表す。
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円盤のパラメータを変え計算を行ったところ、氷

ダストが合体成長により微惑星サイズまで成長可能

である場合とそうでない場合の円盤パラメータがあ

ることがわかった。

Case.1のように比較的大きい分子雲コア角速度と、

比較的小さい粘性を持つような円盤の場合、、中心星

への落下が始まるサイズになる前に、スノーライン

外側に十分な量のダストが供給されるため、成長の

タイムスケールが中心星へと落下するタイムスケー

ルよりも短くなり微惑星へ成長できることがわかっ

た。一方、Case.2のように同じ分子雲コア角速度で

も、乱流粘性が大きい場合は、ガスの乱流拡散によっ

てダストが動径方向に運ばれることにより、十分な

量のダストが存在しなくなり成長タイムスケールが

落下のタイムスケールよりも大きくなってしまいダ

ストは Ωts = 1のサイズを越えられずに中心星に落

下してしまう。

Case.3のように小さい分子雲コア角速度の場合は、

氷ダストは一度スノーラインの内側に分子雲コアか

ら落ち、その後ガスの粘性拡散によって、スノーラ

イン外側へと運ばれる。このような場合もダストの

量は十分に短時間で供給されずスノーライン外側で

Ωts = 1付近まで成長したダストはそれ以上成長で

きず中心星方向に落下してしまう。

4 Discussion

本研究の結果では、大きい回転角速度を持つ分子

雲から形成され、比較的小さい粘性の円盤であれば

微惑星まで成長可能であることがわかった。本研究

の結果はそのような円盤では微惑星は数１０万年で

形成可能であることを示している。一方で、原始惑

星系円盤の観測からは、小さいダストは 1Myr以上

にわたって存在していることが示唆されており、衝

突破壊などによる小さいダストの存在は不可欠なよ

うに見える。

本研究では、合体成長の計算において、サイズ分

布は解かずに質量を代表するようなサイズの成長の

みを解いた。一方で本研究のような円盤モデルでは、

常に分子雲コアからのモノマーの供給があり、また

ガスも粘性拡散によって大きく運動する。小さいダス

トと大きいダストではガスとの相互作用が大きく異

なるため本研究のような円盤モデルにおいては、サ

イズ分布を考慮に入れた計算が重要になってくるも

のと考えられる。

5 Conclusion

本研究では、円盤の形成進化段階での円盤モデル

を用いて氷ダストの合体成長を計算した。その結果、

比較的大きい回転角速度を持つ分子雲コアから形成

され、粘性の小さい円盤であれば数 10Myrで微惑星

へと成長可能であることがわかった。一方このよう

な円盤モデルでは、モノマーの供給やガスの運動が

大きく存在するため、サイズ分布を考慮した合体成

長の計算が重要であると考えられる。
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トランジット観測による系外惑星大気中における水蒸気の発見

前嶋 宏志 (東京大学大学院 理学系研究科、宇宙科学研究所)

Abstract

本発表では、系外惑星 HD189733bのトランジット観測における各波長での減光量の違いから、HD 189733

bの大気に水蒸気が存在することを示した論文 Tinetti et al. (2007b)についてレビューする。水蒸気はホッ

トジュピターの大気に多く含まれていると予測されており、水蒸気の検出の試みは他にもあったが、決定的

な証拠を発見したものは当時はなかった。

トランジット中の主星の減光量には惑星大気における吸収に起因する波長依存性がある。これを利用し、ト

ランジット中の複数波長帯での減光量を比較することで、惑星大気の組成を推定することができる。Tinetti

et al. (2007b)では、ホットジュピター HD189733bのトランジットを Spitzer/IRACの 3波長帯 (3.6µm,

5.8µm, 8µm)で観測をし、その結果を惑星大気モデルの吸収シミュレーションと比較することで、観測さ

れた 3バンドの減光量が水蒸気の存在によって説明できることを示した。

1 イントロダクション

水蒸気は赤外や可視の広い波長域で吸収を示し、

独特の吸収スペクトル構造を持っている。主星が惑

星の前を通過する際の減光を見るトランジット観測

を行い、様々な波長帯での有効半径を推定すること

によって、水蒸気の吸収特徴を理論モデルから説明

することができる。波長による有効半径の変化は惑

星大気の透過スペクトルを特徴付けるのに用いられ、

この技術はホットジュピターの他の大気構成要素の

検出に用いられてきた。Tinetti et al. (2007b) は、

HD189733bの大気に水蒸気の吸収特徴が見られるこ

とを惑星大気モデルと多波長観測を用いて示した。

2 観測と吸収シミュレーション

Spitzer 宇宙望遠鏡の Infrared Array Cam-

era(IRAC)を用いて、ホットジュピターHD189733b

のトランジットによる主星の減光量 (transit depth)

が観測されていた (Bouchy et al. 2005; Beaulieu et

al. 2008; Knutson et al. 2007)。transit depthはそ

の波長帯で観測した時の惑星/主星の有効半径比に

相当し、バンド中心が 3.6µm, 5.8µm, 8µm で観

測した時の transit depthはそれぞれ 2.356±0.02%,

2.436±0.02%, 2.39±0.02% であった。transit depth

が波長によって異なるのは、各波長帯での惑星大気の

透過率が異なるためであるとし、これらの観測デー

タの解釈のために Tinetti et al. (2007b)は惑星大気

の吸収シミュレーションを行った。

シミュレーション内容は以下の通りである。45の

大気層を用い、各高度における温度、圧力、密度、混

合率を記述できるようにした (Tinetti et al. 2007a)。

(1)温度-圧力分布 (T-P分布)の決定、(2)各層での

化学組成の決定、(3)吸収スペクトルの計算、という

手順で吸収シミュレーションを行っている。

大気鉛直方向の T-P 分布は、星の日射下におけ

る輻射平衡モデルを用いて計算した (Sudarsky et al.

2000)。日面/夜面や朝/夕明暗境界線でのT-P分布を

ホットジュピターの 3次元気候モデルと矛盾しないよ

うに定め、シミュレーションを繰り返した。その結果、

夜面と明暗境界線では断熱分布となり (P ∼ µbarで

はT ∼ 500−700K、P ∼ 1−10barではT ∼ 1500K)、

日面では上方 (T ∼ 800−1000K)、下方（T ∼ 2000K)

でほぼ等温分布となることが予測された。トランジッ

ト中は惑星大気の明暗境界線を透過した光が観測さ

れるはずであるので、境界線の T-P分布が重要であ

る。図 1が境界線におけるT-P分布を示しており、緑

色が今回のモデルの分布である。ただし、日面から夜

面へのエネルギー移動の度合いによって各面の T-P

分布は多少変動する。そのため明暗境界線での T-P
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分布はエネルギー分配の度合いによって、暖かい境

界線モデル、冷たい境界線モデルを考える (Burrows

et al. 2006)。

図 1: HD189733b境界線の温度圧力構造シミュレー

ト結果 (Madhusudhan, N. & Seager, S. 2009)

化学組成に関しては、光化学モデルを用いる。C/O

比,Na,Kの存在量は solar abundanceを仮定した。ま

た深層部の H2,CO,H2, CH4 を熱化学で決定し、境

界条件とした。その後、各層に対して光化学反応モ

デルで組成を決定する。その結果、H2Oの体積混合

率は 5×10−4で高度によらずほぼ一定となった。最

後に、各々の吸収係数を line-by-line法という各吸収

線を積分する方法を用いて計算し、各波長での惑星

大気の吸収を求める。

Spitzer/IRACでの観測 transit depthと惑星大気

の吸収シミュレーション結果の比較を図 2に示す。赤

線が暖かい境界線のモデル、青線は冷たい境界線の

モデル、黒点線と黒実線がそれぞれ全高度で 2000K

と 500Kの等温分布とした仮想的な大気での吸収シ

ミュレーションである。観測値は黒三角で表され、エ

ラーバーは 1σ区間を表す。このように各 IRACバン

ドでの transit depth が異なるのは、HD189733bの

大気中に水蒸気が存在することにより説明すること

ができる。

different temperatures and interpolated for intermediate values21,22.
Their spectral contribution becomes important in the visible wave-
length range (see below). The H2-H2 opacity23 was interpolated to
the temperature of each atmospheric layer. As collision-induced
absorption scales with the square of the pressure, the H2-H2 contri-
bution becomes important for pressures higher than ,1 bar.

The difference in absorption depths found in the IRAC bands
centred at 3.6, 5.8 and 8 mm can be explained by the presence of water
vapour in the atmosphere of HD 189733b. Figure 1 compares our
calculated water absorption with the observations. The sensitivity of
our simulations to temperature and water abundance is also consid-
ered in the figure. The scenarios that match the observations best are
terminator profiles18. These profiles (see bold curves in figure 4 in ref.
18) are in agreement with recent estimates of the hemisphere-
averaged brightness temperature8.

We extended our simulations of the transmission spectra from the
infrared to the visible to check the consistency of the current inter-
pretation with the observations at shorter wavelengths9. The measure
of the transit depth in the optical was found to be 2.48 6 0.05%
(ref. 9), higher than the infrared values. The extra absorption in
the visible is probably due to the effect of star spots9 and/or the
presence of optically thick clouds/hazes in the visible wavelength
range (Fig. 2). We note that large star spots or a condensate/haze
where the particle size is less than 1 mm may not affect the infrared
transmission spectrum10,24. This scenario is in agreement with models
and observations of the planet HD 209458b, which has characteristics
similar to the planet HD 189733b considered here10. For HD
209458b, the transit depth at 24 mm (ref. 25) does not differ sig-
nificantly from the visible results. This observational constraint is
consistent with our simulations for HD 189733b (Fig. 2). Our
explanation differs from a recent paper that proposes a cloud-free
atmosphere with rainout and photo-ionization to fit multiband
photometry measurements of HD 209458b in the optical5.

Finally, we simulated the emission spectra of HD 189733b with the
same atmospheric constituents but different thermal profiles. These
synthetic spectra are useful for comparing our analysis of the primary
transit observations—which indicate the presence of water vapour in
the atmosphere of HD 189733b—with the most recent secondary
transit observations of HD 189733b and HD 209458b made with
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Figure 1 | A comparison of the observations with simulated water
absorption. In these simulated transmission spectra, the water mixing ratio
profile is assumed to be constant2 and equal to ,5 3 1024. The observations
are indicated with black triangles and error bars at 1s, and the coloured
rhombi and stars indicate the different models integrated over the IRAC
bands. To match the observations, the planetary radius at 10 bar
corresponds to a transit depth of 2.28%. Blue trace, colder terminator18

temperature–pressure profile; orange trace, warmer terminator18; black
traces, constant temperature at 500 K (solid line) and 2,000 K (dotted line).
Warmer temperatures increase the atmospheric scale-height (that is, the
vertical distance over which the pressure decreases by a factor of e), hence the
atmosphere is optically thick at higher altitudes. This explains the
differences among the three classes of spectra at wavelengths shorter than

,3.5 mm and longer than ,4.5mm, where the water opacities are far less
temperature-dependent. The opposite is true for the water opacities in the
3.5–4.5mm wavelength range, which might be orders of magnitude smaller at
500 K rather than at 2,000 K, so for colder temperature profiles the weaker
water lines are optically thick at ,10 bar or deeper. An increase/decrease of
the mixing ratio by a factor of 10 with respect to the standard case considered
will cause, as a main effect, an increase/decrease of ,0.03–0.04% in the total
absorption due to water. As a secondary effect, the absorption gradient
between 3.6 and 5.8mm gets steeper for lower water mixing ratios, but this
trend is marginal compared to the role played by temperature. CO, if present
in sufficient abundance to be detected2, would show its distinctive signature
in the 4.5–4.9mm spectral range (see ref. 11 for details). This is a spectral
region than can be observed with IRAC (channel centred at 4.5 mm).
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Figure 2 | A comparison of the observations of primary transit with a
simulated infrared and optical transmission spectrum. The transmission
spectrum is here modelled from 0.5 to 25mm (grey trace). We assumed a
water mixing ratio of ,5 3 1024 and a cold terminator temperature–pressure
profile. The observations are indicated with black triangles and error bars at
1s. Absorptions due to alkali metals and water are unlikely to be the cause of
the extra absorption observed at visible wavelengths: the mean absorption
over the 0.5–1mm band is significantly less than the measured value. Star
spots or optically thick condensates/hazes would be a good explanation.
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図 2: 吸収シミュレーションと観測した transit depth

の比較 (Tinetti et al. 2007b)

3 まとめ

Tinettiらは赤外線領域において、系外惑星大気中

の分子を初めて検出した。水蒸気の検出は確かに成

功したが、その存在量を調べるには多波長での観測

がより必要である。また、IRACの 4.5µmバンドを

用いれば、HD189733bのCOが存在、また間接的に

C/O比にも制限を与えることができると述べている。

惑星大気のモデルについても cloudの影響等を考え

ていないので、正確に hot Jupiterの様相を表してい

るとは言えない。惑星大気を正確に記述するために

は、理論モデルの改善はもちろんのこと、モデルに

制限をかける詳細な観測も必要である。
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円偏光によるアミノ酸異性体過剰形成モデルの構築

北澤 優也 (筑波大学大学院 数理物質科学研究科)

Abstract

　地球上の生命に欠かせない物質の一つとしてアミノ酸がある。鏡像異性体であるアミノ酸は L型と D型

の２つの構造を持つが、ほとんどの生物は L型のアミノ酸のみを用いている。L型過剰となった原因は未だ

解明されていない。近年、隕石中からわずかに L型に偏ったアミノ酸が発見されたり、分子雲中から鏡像異

性体を持つ分子が観測されたことを受けて、星間空間における異性体過剰形成機構が注目を集めている。そ

の一つとして、我々は星間空間での円偏光によるアミノ酸の光不斉分解に着目した。本研究では、鏡像異性

体を持つ最もシンプルなアミノ酸であるアラニンとその中間体の左円偏光と右円偏光の吸収率の差を表す円

二色性（CD）について、量子力学計算を用いて第一原理的に求める。まず、星間ダスト上で起こりうるアラ

ニンの生成機構を検討し、生成経路における中間体とアラニンの CDを算出した。さらに、反応生成物の安

定性のエネルギー評価を行うことで、有効なアミノ酸生成経路について検討した。結果として、ラジカル反

応によるアラニン生成の経路はエネルギーが単調減少となり、発熱反応で進むことがわかった。また加水分

解による経路では、アラニンよりもエネルギー的に安定、かつ強い CDを示す前駆体が見つかった。

1 Introduction

星間空間では、様々な分子が見つかっている。生命

を構成する分子、アミノ酸は、分子雲中からはまだ観

測されていないが、地球に飛来した隕石 (Kvenvolden,

K. A., et. al. 1970) や彗星中 (Elsila, J. E., et al.

2007)からはすでに発見されている。こうした事実か

ら、アミノ酸は宇宙で作られ地球に運ばれたのでは

ないかと考えられるようになった。アミノ酸は左手

型（L型）と右手型（D型）の鏡像異性体として存在

する。両者は化学的性質が等しく、人工的に合成す

ると等量ずつ生成される。しかし、地球上のほとん

どの生物は L型のアミノ酸のみを利用している。こ

れを L型アミノ酸ホモキラリティといい、その起源

の解明は生命の起源を紐解く鍵であるとして注目を

集めている。

ホモキラリティ起源を説明するために、様々な異性

体過剰形成機構が提案された。そのうちの一つに、星

間空間での円偏光による光不斉分解がある (Ruben-

stein, E., et al. 1983)。アミノ酸は左巻きと右巻き

の円偏光の吸収度に差があり、これは円偏光二色性

(circular dichroism: CD)と呼ばれる。CDの波長依

存性を表したCDスペクトルは L型とD型のアミノ

酸で対称的な振る舞いをする。したがって、星間空

間で L型とD型のアミノ酸が片方の円偏光の照射を

受けた場合、一方のアミノ酸は他方に比べより多く

円偏光を吸収し光分解する。地球生命が持つアミノ

酸が L型過剰であることを考慮すると、星間空間に

おいてD型アミノ酸の方が多くの円偏光を吸収し光

分解したと考えられる。このようにして形成された

L型過剰アミノ酸は原始太陽系の隕石や彗星中に保

存され、これらが初期地球に降り注ぐことでホモキ

ラリティの起源になった、と考えられている。

星間空間での円偏光による異性体過剰形成機構は、

アミノ酸が宇宙で作られ地球に運ばれたという考え

の支持に繋がる。円偏光は実際に星間空間から観測

されており (Fukue et al. 2010)、2016年 6月には初

めて分子雲中に鏡像異性体を持つ分子の存在が報告

された (McGuire, B. A., et al. 2016)。また、アミノ

酸に対する紫外線円偏光照射実験からは、円偏光の

偏向状態（左巻と右巻）に対して、複数のアミノ酸

の CDが同様の傾向を示すことも分かった (Modica,

P., et al. 2014)。このように、ホモキラリティ起源、

またはアミノ酸の起源を解明するために理論、観測、

実験などの様々な側面から考察が行われている。

本研究では、量子力学計算を用いてアミノ酸のホ

モキラリティ形成について理論的に考察する。まず
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は鏡像異性体を持つ最もシンプルなアミノ酸である

アラニンについて、簡単な分子からアラニンが生成

されるまでの反応経路を検討する。考えられる反応

経路における中間体（アラニン前駆体）とアラニン

についてそれぞれの CDを計算し、左巻きと右巻き

円偏光に対する吸収強度の差∆ϵを比較する。また、

アラニンと前駆体の局所安定構造とそのエネルギー

を求めることで、最も有効なアラニン生成経路を特

定する。これらによってアラニンの異性体過剰が形

成されるまでの詳細な過程を追い、ホモキラリティ

形成モデルの構築を行う。

2 Methods

本研究では、まず星間ダスト上で考えられるアラ

ニン生成経路を検討した。アミノ酸生成に関しては、

最もシンプルなアミノ酸であるグリシンについて多

数の生成経路が提案されている。そこで、2つの代表

的なグリシン生成経路をアラニン生成に適応し、ア

ラニン生成経路を構築した。一つはラジカル分子の

反応による反応経路 (Garrod, R. T. 2013)、もう一

つは加水分解を経由する反応経路 (Elsila, J. E. 2007)

である。これらをアラニンに適応したものを図 1に

示す。

図 1: アラニン生成経路図。ラジカル反応の経路と加水分
解を経由する経路を示した。ラジカル分子については分子
式の隣に黒丸の点をつけて表している。

本研究では、鏡像異性体を持つ分子（キラル分子）

が現れるアラニン生成反応の後半を調べるために、反

応の初期物質は CH(CH3)NHとした。キラル分子は

分子式の背景を黄色にして表している。反応の安定

性については、各分子の最安定構造のエネルギーを

比較することで見積もり、その反応経路が妥当であ

るかを考察する。また、反応経路上のキラル分子の

CDを求め、アラニンの CDと比較する。

分子のエネルギー計算には密度汎関数理論を用い

る。密度汎関数理論とは、エネルギーを電子密度の

汎関数としてシュレディンガー方程式を解き、物質

の電子状態を得る方法である。その際、全電子波動

関数を求めるシュレディンガー方程式に対して、以

下の一電子方程式からなる連立方程式（コーン・シャ

ム方程式）を解くことで正しい電子密度を得ること

ができる。[
− ℏ2

2m
∇2 + V (r) + VH(r) + VXC(r)

]
ψi(r) = ϵiψi(r)

ここで、ψi(r)は 1電子波動関数、V (r)は電子 1つ

とすべての原子核間の相互作用を表す。VH(r) は、

コーン・シャム方程式が扱う 1つの電子と系の電子

全体から作られた電子密度との間の相互作用を表す

ものである。また、VXC(r)は、交換相関エネルギー

EXC[ρ(r)] の汎関数微分によって定義することがで

き、真の運動エネルギーと近似運動エネルギーの差、

及び非古典的なクーロンエネルギーが含まれる。

分子の CD計算には時間依存密度汎関数法による

励起状態計算を行う。CDは吸光係数 ϵを用いて

∆ϵ = ϵL − ϵR

によって表される。ただし ϵL は左円偏光に対する吸

光係数、ϵRは右円偏光に対する吸光係数である。つ

まり、∆ϵはキラル分子を通過した際の左円偏光と右

円偏光の減光度の差を表すものである。キラル分子

の L型、D型それぞれに対する∆ϵは

∆ϵL = −∆ϵD

の関係にあることが知られている。

以上の計算には量子化学計算プログラム Gaus-

sian09(Frisch, M. J., et al. Gaussian, Inc. 2013)

を用いた。分子の最安定構造を求める構造最適化計

算には、汎関数としてB3LYP交換相関汎関数、基底

関数には 6-311++G**を用いた。CD計算には汎関
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数にBHandHLYP汎関数、基底関数に 6-311++G**

を用いた。

3 Results

初期物質CH(CH3)NHからアラニンが生成される

までの各段階における分子の安定構造のエネルギー

を求めた。ラジカル反応と加水分解反応、それぞれ

の反応経路について計算結果を以下に示す。

図 2: ラジカル反応のエネルギー図。横軸は、初期物質か
らアラニン生成までの分子進化を表し、縦軸は初期物質の
エネルギーを 0 とした時の相対エネルギー (eV) を表す。
キラル分子のエネルギーはオレンジで表している。アラニ
ン生成までのエネルギーは単調減少となった。

図 3: 加水分解反応のエネルギー図。反応過程でアラニン
よりもエネルギー的に安定な前駆体があった。

図 2 より、ラジカル反応によるアミノ酸生成は

常に発熱反応であり、エネルギー的に安定に進む

と考えられる。一方図 3 より、加水分解を経由す

るアラニン生成では、アラニンの一つ手前の分子

NH2CH(CH3)CONH2がアラニンよりもエネルギー

が 0.1eV程度低いことがわかる。そのためこの反応

経路でのアラニン生成は、前駆体の段階で止まる可

能性も考えられる。

図 1に黄色の背景で示したキラル分子に関してCD

計算を行った。計算結果を以下に示す。

(a) アラニン CDスペクトル

(b) NH2CH(CH3)CHO CDスペクトル

図 4: ラジカル反応におけるキラル分子の CDスペ

クトル。横軸は波長、縦軸は右と左の円偏光の吸収

度の差∆ϵを示す。

図 4、図 5より CDの波長依存性や強度は分子に

よって異なることがわかる。得られたCDスペクトル

を星間空間で代表的な光である Lyαの波長 (121nm)

で比べると、それぞれの分子の CDの値はおおよそ

以下のようになる。

キラル分子 121nmでの ∆ϵ [dm3/mol]

アラニン -8

NH2CH(CH3)CHO -15

HOCH(CH3)CN 0

NH2CH(CH3)CN +18

NH2CH(CH3)CONH2 -40

表より、本研究で検討した５つの分子は Lyα に

対する ∆ϵ がマイナスになるものが多く、つまり

121nm の波長では右円偏光をより吸収しやすい

ということがわかった。また、∆ϵ の値を見ると

NH2CH(CH3)CONH2 の Lyα に対する CD はアラ

ニンの値よりもかなり大きいことがわかる。図 5(e)
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(c) HOCH(CH3)CN CDスペクトル

(d) NH2CH(CH3)CN CDスペクトル

(e) NH2CH(CH3)CONH2 CDスペクトル

図 5: 加水分解反応におけるキラル分子の CD スペクト
ル。(c)→(e)の順に反応が進む。

より、全体的な傾向としてもこの分子は CD強度が

強いことがわかった。

4 Conclusion

アラニン生成経路における各分子の安定構造のエ

ネルギーを量子力学計算を用いて求め、ラジカル反

応と加水分解反応の安定性を見積もった。また、反

応に現れるキラル分子の CD を計算した。ラジカ

ル反応によるアラニン生成は常に発熱反応であり、

エネルギー的に安定な反応であることがわかった。

一方、加水分解を経由する反応はアラニン前駆体の

NH2CH(CH3)CONH2がアラニンよりも安定構造の

エネルギーが低く、アラニンが生成されるためには

吸熱反応が必要であることがわかった。また、CD計

算からは、前駆体NH2CH(CH3)CONH2が比較的強

度の強い CDスペクトルを持つことが示された。

これらの結果から、アラニンの異性体過

剰形成には、加水分解反応における前駆体

NH2CH(CH3)CONH2 が貢献した可能性が考え

られる。異性体過剰が円偏光の吸収度が強くエネル

ギー的に安定な NH2CH(CH3)CONH2 で形成され、

アラニンに引き継がれたというシナリオである。ラ

ジカル反応によるアラニン生成の場合は、ラジカル

分子が十分に存在する環境であれば、アラニンは発

熱反応で生成されると考えられる。

本研究では反応における遷移状態のエネルギー障

壁やダスト上に存在すると思われる分子の触媒効果

などは考慮していない。NH2CH(CH3)CONH2から

アラニンが生成される反応などの加水分解反応は、一

般的に高いエネルギー障壁を持つため、他の分子の

触媒効果が有効に働く可能性がある。CD計算に関し

ては、キラルなラジカル分子 NH2CH(CH3)CO ·に
ついて時間依存密度汎関数法では正確な CDを得る

ことができない。そのため、ラジカル分子の励起状

態も記述できる計算手法を用いて比較する必要があ

る。今後は、反応のエネルギー障壁計算、触媒効果

を取り入れた計算、より高精度でラジカル分子につ

いても記述できる SAC-CI法での CD計算などを通

して、ホモキラリティ形成モデルの構築を進めてい

きたい。
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種族 III星形成におけるΩΓ-限界の効果

杉浦 宏夢 (京都大学大学院 理学研究科)

Abstract

本講演は Lee & Yoon (2016)のレビューである.

宇宙で最初に誕生した星 (初代星) は種族 III (population III) と呼ばれ, 重元素をまったく含んでいなかっ

たと予想されている. 本論文は初代星の初期質量について論じるものである.

従来, 初代星は大きな質量降着率のために 100M⊙ を超えて成長すると考えられていた. しかし, これまで十

分に議論されていなかった質量降着の際の遠心力の効果を含めると, それにより Eddington光度が修正され

(これは ΩΓ-限界として知られている), 実際には初代星の初期質量はそこまで大きな値を取り得ない可能性が

ある.

ここで紹介する論文 [4]は, ΩΓ-限界の効果を数値計算結果に基づいて評価し, 原始星の進化や最終的な質量

を議論するものである. 特に, 初期質量が 40M⊙ を超えることは難しいことが示される.

1 Introduction

宇宙で最初に形成された星 = 初代星 (first star)

は金属含有量がゼロであるという著しい性質を持つ

ため, 種族 III (population III) として現在の宇宙に

存在する星とは区別される. その直接観測例はいま

だ存在せず, 初代星の物理的性質は現在活発な研究対

象となっている. これは, 初代星は赤方偏移 zが大き

な領域での元素合成を決定する重要な要因であるだ

けでなく, 大質量ブラックホールの形成といった問題

を解決するために種族 III天体を正しく理解すること

が要求されるからである. 特に, これらの宇宙物理学

的な性質は初代星の初期質量によって決定される.

初代星の初期質量に関しては, 従来かなり大きな

値が許されると考えられてきた. これは, 初代星形成

の場合, 種となる分子雲に重元素が含まれず冷却過

程 (現在の宇宙では分子雲は CO輝線冷却によって

∼ 10Kまで冷却される) が十分に機能しないために,

初代星形成領域は現在のそれより高温であり (H2の

輝線冷却により ∼ 200K程度と考えられている), 質

量降着率が大きくなるからである.

Ṁ∗ ∼ 5× 10−6

(
T

10K

) 3
2

M⊙yr
−1 (1)

例えばMcKee & Tan (2008) のシミュレーションで

は, 初代星の典型的質量は∼ 140M⊙であると予測し

ている. 他にも, Hosokawa et al. (2013) は, 質量降

着率が 10−2M⊙yr
−1を超えるような極端な状況では

103M⊙を上回る超大質量星が生まれる可能性がある

と主張しており, 注目に値する.

しかし, 今回レビューする Lee & Yoon (2016) は,

これらの大きな初期質量は実際には難しいのではな

いかと主張するものである. 質量降着に関しては輻

射圧が強くなると降着が禁止される Eddington限界

がよく知られているが, 回転角速度 Ωが大きくなり

Kepler角速度ΩKの数十パーセントに達すると,遠心

力によって有効重力が実効的に弱められ, Eddington

限界よりも小さな輻射圧で限界に達する. これがΩΓ-

限界である. 本論文は, 従来の質量降着期の原始星進

化をΩΓ-限界という観点から見直し, 10M⊙を超える

領域で原始星進化が大きく修正されなければならな

いこと (特にその半径の膨張が比較的小さく抑えられ

ること), そして, 40M⊙ 付近で UVフィードバック

のためにそれ以上の質量降着が禁止されることを示

す. この結論に従うならば, 初代星は従来考えられて

いたよりも小さな初期質量しか持たないことになる.

2節でまずΩΓ-限界を導出した後, 3節で先行研究に

基づく原始星進化の概要を見る. Lee & Yoon (2016)

の結果は 4節で与えられる. 5節で結論と今後の可能

な研究の方向性について述べる.
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2 ΩΓ-限界とは

2.1 シンプルな導出

ここでは Langer (1997) によるシンプルな ΩΓ-限

界の導出を示す.

質量M∗, 光度 Lの星に回転しながら落下する物体

について考える. この物体には, 星による重力 Fg, 輻

射 Frad, 遠心力 Fc が働く. 赤道面内の物体を考える

と, この力はそれぞれ単位質量あたり

Fg = −GM∗

r
, Frad =

κL

c
, Fc = Ω2r (2)

と書ける (動径方向外向きを正とした). 光度 Lが大

きくなると,あるいは,回転角速度Ωが大きくなると,

あるタイミングで合力Fg+Frad+Fcが正となる,つま

り物体には外向きの加速度が生じる. このことは, 注

目している物体の星への落下が禁じられることを意味

する. 落下が可能な臨界値は条件 Fg+Frad+Fc = 0,

つまり

Ω2 = Ω2
K(1− Γ) (3)

によって与えられる. ここに ΩK は Kepler角速度

ΩK =

√
GM∗

r3
, (4)

Γは Eddington光度 LEdd と光度 Lの比 (いわゆる

Eddington factor)

Γ =
L

LEdd
, LEdd =

4πcGM∗

κ
(5)

である. 回転の効果を考慮していない場合, つまり

Ω = 0のとき, 式 (3)はよく知られた Eddington限

界 Γ = 1を再現する. それに対して, Ω ̸= 0のとき,

式 (3)は Γが 1より小さな値で臨界に達することを

主張する. つまり, ΩΓ-限界とは遠心力の寄与を含む

ように修正された Eddington限界とも言える.

特に, Ω ≈ 0.9ΩK のときの ΩΓ-限界は

Γ ≈ 0.2 (6)

である.

2.2 重力減光とΩΓ-限界

以上の議論では星の輻射は球対称であることが暗

黙に仮定されている. しかしながら, ΩΓ-限界が問題

になるような高速回転星の場合, 輻射は球対称ではな

く, 有効重力 (重力と遠心力の和)

Fg + Fc (7)

に平行に生じることが知られている (von Zeipelの

定理). 特に, 重力減光は赤道面内で強く生じ, 実質的

に輻射圧が先述の議論よりも弱くなるのである. そ

の結果, 上述の議論も修正され, ΩΓ-限界は

Γ = 1− Ω2

2πGρ̄

となる (Maeder & Meynet 2000). 特に Ω = 0.9ΩK

のときには

Γ ≈ 0.68 (8)

であり, 上の結果よりも大きな Γが許されることに

なる.

ただし, von Zeipelの定理は重力減光の効果を過大

評価していることが観測およびシミュレーションか

ら示唆されており, 実際の Γの限界値は両者の中間

の値であるかもしれない. ΩΓ-限界の効果が最低でも

どの程度の影響をもたらすかに興味があるので, 修正

Eddington限界を式 (8)により評価することにする.

2.3 星形成過程におけるΩΓ-限界

Popham & Narayan (1991) は, 原始星の輻射圧を

無視して, 降着円盤からの質量降着と角運動量降着に

ついて議論している. その結果によると, Ω ≲ 0.9ΩK

のとき, 原始星への角運動量降着率が負 (J̇ ≤ 0) に

なるような解は存在しない.

この結果を上の議論に適用すると, Γ > 0.68のも

とで臨界回転に達すると, それ以上の質量降着ができ

なくなることが従う. これ以降の原始星の進化につ

いては 3節で論じることにする.
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3 原始星進化とΩΓ-限界

それでは, 本題である Lee & Yoon (2016) の結果

に入ろう.

彼らはまず ΩΓ-限界を考慮しない場合の原始星の

進化を, 一定の質量降着率

Ṁ∗ =4× 10−3, 1× 10−3,

5× 10−4, 1× 10−4M⊙yr
−1

のもとでMESAを用いて計算している (図 1). どの

質量降着率でも, 原始星はM∗ ∼ 10M⊙ でその半径

が急激に大きくなっている. 特に, 質量降着率が最も

大きい場合には, 原始星半径が最大で 100R⊙を超え

る. この振る舞いは大きな質量降着率のもとで普遍

的にみられるものである (Hosokawa et al. 2010). 図

1には, Eddington factor Γが 0.2または 0.75に達す

る点, 剛体回転を仮定したときの表面の回転角速度Ω

が Kepler角速度 ΩKに達する点も示されている. な

お, 赤の点線が ZAMSの質量-半径関係 (R ∝ M1/2)

であり, このラインに達することがコア水素燃焼が開

始するタイミングに対応する.

図 1: Lee & Yoon (2016)による原始星進化. 横軸

が原始星質量, 縦軸が原始星半径である. 角速度と

Eddington factorの進化の様子も上段の点で示され

ている. [4]より引用.

以下では最も興味深い状況である Ṁ = 4 ×
10−3M⊙yr

−1 に注目する. 図 1を見ると, このモデ

ルでは外層急膨張の際にEddington factorが急増し,

Γ = 0.2および Γ = 0.75を突破している. 従って急

膨張の途中でΩΓ-限界に到達することになり, その時

点で Ṁ が変化しないという最初の仮定が破綻するこ

とになる.

図 2: ΩΓ-限界到達後の原始星の進化. 背景の色は

Eddington factorの進化を示している. [4]より引用.

そこで, ΩΓ-限界に到達した後は Ṁ がより小さな

値に変更されるとみなしてシミュレーションを継続

したものが図 2である. 図中の細い黒線が Ṁ を別

の値に切り替えたときの計算結果, 背景のカラーグ

ラデーションは各モデルの Eddington factorである.

さらに, Γが ΩΓ-限界の値 0.68を取る点を結んだも

のが図 2中の赤線であり, これがもっともらしい原

始星の進化経路を与える. なお, 赤点線は Γ = 0.2の

経路である. この図から, 原始星半径の増大が抑制さ

れており, ∼ 50R⊙程度までしか成長しないことがわ

かる.

原始星の初期質量は, UVフィードバックにより降

着円盤が蒸発するタイミングで決定される. 図 3に

黒体輻射を仮定したときに単位時間に輻射される光

子数NUVを示す. Hosokawa et al. (2011)によると,

NUV が 1048sec−1 (図 3 中の青い点線) を超えると
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図 3: 図 2を UVフィードバックを背景に書き直し

たもの. [4]より引用.

フィードバックが効きはじめ, ∼ 1049sec−1 (図 3中

の青い実線) で降着円盤が完全に蒸発する. この結果

をそのまま適用すると, 上のモデルでは原始星の成長

は ∼ 40M⊙ で停止することになる.

4 Conclusion

Lee & Yoon (2016)の結果に基づいて, 大きな質量

降着率のもとでは, ΩΓ-限界が原始星の進化に重大な

影響を及ぼすことを見た: 外層急膨張の際にこの限

界に達し, 半径の増大が比較的小さく抑えられるこ

と, UVフィードバックにより ∼ 40M⊙ で成長が止

まること.

本論文は ΩΓ-限界が原始星の進化に重大な影響を

持ち得ることを示すことが主な目的であり, 主要な結

果に大きくは影響しない範囲で, 原始星は剛体回転

するといったのいくつかの簡略化が用いられている.

これらの点を改善し, ΩΓ-限界を考慮した原始星進化

モデルを確立することが将来の課題である.
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原始星周囲の円盤形成と進化
崔 仁士 (東京大学大学院 理学系研究科)

Abstract

前主系列星の周囲の円盤構造は観測から確認されており，それらの円盤はほとんどがケプラー回転をしてい
る．一方で，近年の観測結果から原始星周囲の円盤もケプラー回転をともなうことが確認されてきた．しか
し，ケプラー円盤の形成，進化の過程は明らかではない．ケプラー円盤は惑星形成の母体でもあるため，そ
の進化過程を明らかにすることは星惑星形成を考えるうえで重要である．原始星周囲の円盤はガスに埋もれ
ているうえ，構造がコンパクトであるため詳細な観測が困難であったが，近年の ALMA望遠鏡の登場によ
り高感度，高分解能での詳細な観測が可能となってきた．そこで，本講演では，ALMA cycle 0の観測結果
の解析と考察を行った最近の論文である，Ohashi et al. (2014)のレビューを行い，原始星周囲の円盤進化に
関する研究の進展を紹介する．Ohashi et al. (2014)では，星周円盤をもつとされている原始星 L1527 IRS

の ALMAでの観測結果から，円盤とその周囲を取り巻くエンベロープの運動構造を明らかにした．今回は，
観測結果のうち C18O (J = 2− 1)での結果とその解析を紹介する．

1 Introduction

星形成過程では，まずはじめに星間ガスの自己収
縮により原始星が形成される．その後，原始星がさ
らに成長し，前主系列星を経て星が形成される．原
始星段階では，原始星は周囲をガスで覆われており，
また，それらのガスは中心星に直接落ち込まず中心
星を取り巻く円盤を形成する．周囲のガスが散逸し
た前主系列段階では円盤内でダストどうしの衝突と
合体が起こり，やがて惑星が形成される．過去の観
測から，前主系列星では円盤がケプラー回転をして
いることが確認されている．一方で，最近の観測で
は原始星周囲の円盤にもケプラー回転が見られてい
る．原始星を覆うガスは中心星へ向かって落ち込ん
でいく運動，すなわちインフォールをしている．そ
して，そのガスがやがてケプラー円盤へと進化する．
しかし，この進化過程の詳細についてはよくわかっ
ていない．Ohashi et al. (2014)では，インフォール
からケプラー円盤への進化過程を明らかにするため
に，ケプラー円盤をもつとされる原始星の観測とそ
の結果の解析，考察を行っている．本講演では，こ
の論文の内容のうち，特にケプラー円盤とガスの運
動に関係した議論を行っている C18Oの観測結果と
その解析，考察を紹介する．また，それらの結果を
踏まえた今後の研究課題についても触れる．

観測天体である L1527 IRS(以降，簡単に L1527と
記述する)は最も近い小質量星形成領域である牡牛座
分子雲 (∼ 140 pc)にあるClass 0の原始星である．シ
ステム速度は過去の観測結果から∼ 5.7 km s−1，も
しくは ∼ 5.9 km s−1 と知られているが，Ohashi et

al. (2014)では∼ 5.9 km s−1を採用している．L1527
は南北方向に伸びた形状をしており，それとは垂直
な東西方向にアウトフローが存在している．Tobin et

al. (2012)では，SMA，CARMAの観測によりゆっ
くりと回転しながら落下するエンベロープの中に半
径 ∼ 140 AU程度のケプラー円盤の存在が示唆され
ている．一方で，Yen et al. (2013)では，100-1000

AUでのインフォールの回転速度は半径の-1乗に比
例するとされている．しかし，いずれの観測もケプ
ラー円盤を正確に検出するには感度，角分解能が十
分とは言えなかった．そこでOhashi et al. (2014)で
は ALMAを用いて L1527の観測を行った．以下に，
その結果の一部を紹介する．

2 Observations

Ohashi et al. (2014)では ALMA望遠鏡を用いて
Cycle 0 の運用期間に星形成段階初期の天体である
L1527の観測を行った．観測は 1.3 mmダスト連続
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波，C18O輝線，SO輝線で行われたが，今回はC18O

の観測結果のみを取り上げる．そのため，観測条件
についても C18Oについてのみ紹介する．12 mアン
テナの総数は 25基である．最大基線長は 366 mで
その時の角分解能は 0”.96 × 0”.73である．雑音レ
ベル (1σ)は 8.0 mJy beam−1である．観測における
それぞれのパラメータの値は以下に表にまとめる (表
1)．

表 1: 観測条件

C18O2− 1

Interferometer and date ALMA, 2012 Aug 26

Target L1527

Coordinate center R.A. (J2000)=4h39m53s.9000

Decl.(J2000)=26◦3′10′′.000

Frequency 219.5603 GHz

Primary beam 28′′.6

Projected baseline length 18.0-372.5 m

Synthesized beam (P.A.) 0′′.96× 0′′.73 (+11◦)

Velocity resolution 0.17 km s−1

Noise level (no emission) 6.6 mJy beam−1

Noise level (detected channel) 8.0 mJy beam−1

Passband calibrator J0522-364

Flux calibrator Callisto

Gain calibrator J0510+180

3 Results

図 1は中心星周囲のコンパクトな領域のラインプ
ロファイルを示している．VLSR = 6.0− 6.1 km s−1

に強い下向きのピークが見られるが，これは吸収線
であると考えられ，さらにわずかに赤方偏移してい
ることがわかる．通常，このような赤方偏移した吸収
線はインフォールによるものとして説明できる．さら
に，他の特徴として吸収線の両側に 2つの高いピー
クと，それらよりさらにシステム速度から離れた成
分に平らな形が見られる．
図 2は C18O輝線のモーメントマップである．白
線で表されたコントアーは 0次モーメント，つまり
速度積分強度を示す図である．カラーで表されたマッ
プは 1次モーメント，つまり輝度で重み付けをされ
た平均速度を示す図である．L1527では南北に伸び
た構造と速度勾配が見られる．この南北方向の速度
勾配は回転運動によるものと考えられる．

図 1: 中心星の位置の 0′′.75 × 0′′.75の範囲の C18O

のラインプロファイル．黒と赤の実線がそれぞれ観測
結果と (a)モデル 1，(c)モデル 2によるシミュレー
ションの結果を示している．中央の破線はシステム
速度を示している．

図 2: L1527 IRS のモーメントマップ．中心の十字
は原始星の位置を示す．右下の青い楕円はALMAの
ビームサイズを示す．

4 Analysis

エンベロープの運動速度の特徴を知るために，位
置速度図 (Position-Velocity diagram; PV図)がよく
用いられる．これは視線方向に垂直に引いた直線上
に位置をとり，各位置での視線速度をプロットした
図である．図 3は L1527の PV図である．図中に赤
と青で示される点は各速度成分の位置であり，ある
速度の位置ごとの放射強度にガウシアンをフィッティ
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ングしたときにピークをとる位置を代表点として決
定している．PV図から，エンベロープは中心星に近
づくほど回転速度が大きくなる差動回転をしている
ことがわかる．さらに，これらを中心からの距離に
対する回転速度としてプロットすると図 4のように
なる．図 4は回転速度を中心星からの距離 rに対し
て，∝ rαとして最小二乗法でフィッティングを行った
ものである．残差二乗和 (sum of squared residuals;

SSR)の比較から，2つの冪乗則でのフィッティング
が最適であった．このとき，冪の変化点は 53.7± 0.4

AU である．変化点より内側の冪は ∼ −0.4 である
が，比較的エラーが大きいことも考慮すると，これ
はケプラー回転を示唆していると考えられる．よっ
て，このケプラー円盤から中心星の質量は∼ 0.3 M⊙

と推定できる．一方で，∼ 54 AUより外側では，冪
は −1.16± 0.13である．これは，およそ −1と考え
られ，角運動量が保存されていることを示す．この
ことから，外側の運動にはインフォールの影響があ
ると考えられる．

図 3: 中心星を通りアウトフローに垂直な方向に沿っ
た L1527の PV図．実線のコントアーは 3σから 3σ

のごとの間隔で引かれている．薄い点線のコントアー
は −3σから同様に 3σごとに引かれている．図に鉛
直，水平な向きに引かれた破線はそれぞれ，システ
ム速度と中心の原始星の位置を示している．赤と青
の点はデータ点を示す．

5 Discussion

上で述べてきたようにエンベロープはインフォー
ルの影響を受けていると考えられるため，その影響

図 4: L1527の回転速度と中心からの距離の関係を示
した図．(a)赤と青の点は PV図で示された ALMA

による観測からのデータ点であり，緑の点は Yen et

al. (2013) の SMA による観測からのデータ点であ
る．ただし，Yen et al. (2013)でのシステム速度は
5.7 km s−1としている．実線は全てのデータに対し
て最小二乗法でフィッティングを行った結果である．
(b)100 AU以内のALMAでの観測からのデータ点の
みを示したものである．破線と実線それぞれ 1つの
冪乗則，2つの冪乗則で最小二乗法によるフィッティ
ングを行った結果を示す．点線は 0.2 M⊙ の星の周
囲でのケプラー回転のプロファイルを示している．

を加えたモデルフィットを行った．モデルはTobin et

al. (2008) を基本としている．具体的にはモデルを
用いて輻射輸送方程式を解き，シミュレーションを
行って観測結果との比較を行った．ただし，輻射輸送
方程式を解く際には局所熱力学平衡を仮定した．図
6はモデルにおける中心星からの距離に対する各パ
ラメータを示した図である．初めのモデルであるモ
デル 1はインフォールの速度を中心星の重力による
自由落下速度 (vff)と同じとした．このとき，中心星
付近のラインプロファイルで，吸収を示す大きな負
のピークは再現できているが，左右の高いピークは
再現できておらず，これらのピークは実際の観測結
果よりも広がっている (図 1(a))．図 5はモデルの模
擬観測と実際の観測結果とを比較した PV図である．
モデル 1の PV図は赤方偏移，青方偏移がわずかな
成分を再現できていない．また，実際の観測では見
られない北側の青方偏移している成分，南側の赤方
偏移している成分が見られる (図 5(c))．これらのモ
デルと観測との差異はインフォールの速度が大きす
ぎることが原因であると考えられる．
モデル 2はインフォールの速度プロファイルが異

なっており，インフォールの速度は> 250 AUの範囲
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で vff/2，120 - 250 AUの範囲で vff，54 - 120 AUでは
vff/5，< 54 AUでは 0とした (図 6(b))．インフォー
ルの速度以外の条件はモデル 1と同様である．モデル
2では，中心星付近のラインプロファイルにおいて，
大きな負のピークに加えて，その左右の高いピーク
も再現できている (図 1(a))．しかし，∼ 4.5 km s−1，
∼ 7.5 km s−1に観測結果には見られない 2つのピー
クが現れている．これは，120-250 AUの範囲でイン
フォールの速度を自由落下速度と同じにしているこ
とが原因である．しかし，モデル 1と比較しても，モ
デル 2の方が全体の形はよく再現できている．PV図
はモデル 1では再現できなかった，赤方偏移，青方
偏移が小さい部分も含めてよく特徴を再現できてい
る (図 5(e))．しかし，∼ 5 km s−1，∼ 7 km s−1 の
ところに，観測結果には見られない強度が弱い部分
ができている．また，インフォールの速度以外のパ
ラメータを変化させたモデルも作成したが，どれも
観測結果の再現に大きく寄与しなかった．
これらの結果より，インフォールの速度は中心星
の重力による自由落下速度より小さいことが言える．
インフォールの速度が小さくなる理由はおそらく磁
気制動によるものであると考えられる．

6 Conclusion

観測から，L1527はおよそ 54 AUより内側でケプ
ラー円盤をもち，それより外側の部分ではエンベロー
プはおよそ r−1の速度プロファイルでありインフォー
ルの影響を伴っていると考えられる．また，ケプラー
円盤の存在から中心星の質量を ∼ 0.3 M⊙ と推定で
きた．以前までの研究ではインフォールの速度を仮
定して中心星の質量を求めていたが，ケプラー円盤
を正確に検出することで，直接中心星の質量を求め
ることができた．また，インフォールを考慮したモデ
ルによるシミュレーションを行った結果，インフォー
ルの速度は中心星による自由落下速度よりも小さい
と推定することができた．
ケプラー円盤を検出することは，その天体の他の
パラメータを決定する上で重要である．今後は，多
くの天体での正確なケプラー円盤の検出が求められ
る．また，磁気制動の問題は解決していないため，そ
の影響を考慮した進化過程も考える必要がある．

図 5: 観測とモデルの PV図．白の実線と点線のコン
トアーは観測による値を示す．カラーはそれぞれ (c)

モデル 1の，(e)モデル 2の模擬観測の結果を示して
いる．図の中央を通る鉛直方向と水平方向の破線は
それぞれシステム速度と中心位置を示す．

図 6: (a)モデル 1と (b)モデル 2の速度と密度の半
径方向の分布．赤の実線と破線がそれぞれ赤道面で
のインフォールの速度，回転の速度を示す．黒の実
線は赤道面での密度を示す．
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3D輻射流体力学シミュレーションを用いたBow Shocksによるコンド
リュール形成モデル

佐藤 拳斗 (東京工業大学理学院地球惑星科学系地球惑星科学コース)

Abstract

本講演は論文のレビューである。コンドライト隕石内で発見されているコンドリュールの融解と結晶化は太
陽系の形成過程での未解決問題である。コンドリュールは実験から温度変化過程の一部を推定することがで
きる。しかし、コンドリュール形成の詳しいメカニズムはまだ明らかになっていない。微惑星が円盤ガス内
を超音速で動くことによってコンドリュールを溶かすことが可能な Bow Shock を生み出すことができる。
この論文では微惑星がまとっている Bow Shock の 3D 輻射流体力学的シミュレーションでのコンドリュー
ルの形成過程を研究している。Flux-Limited Diffusion 近似とモンテカルロ法を組み合わせた新しい輻射輸
送計算を用いると Bow Shock 近傍の複雑な挙動をとらえることができる。状態方程式は水素分子の回転や
振動を考慮し、解離も考慮している。ダストの運動は直接計算を行い、加熱過程を記録した。その結果から
断熱膨張によって急激な冷却が起こる。また、原始惑星の後ろの tail shock によってい２度目の加熱が起こ
る。そこから、全溶融を経験したコンドリュールは形成できそうであるが、部分溶融を経験したものは断熱
の極限のみで形成されるということがわかった。この研究は原始惑星系円盤内の固体物質が受ける加熱過程
を理解するための重要な一歩である。

1 Introduction

本発表は、Boleyらによる論文 (Boley et al. 2013)

のレビューである。太陽系の惑星形成と進化の歴史
は隕石の中に閉じ込められている。隕石の組成、特
にコンドリュールとカルシウムとアルミニウムを多
く含んだもの (CAIs)は放射性年代測定によって形成
年代を決めることができる。これらの固体物質は太
陽系の初期で作られ、太陽系形成の間の主なイベン
トの年代を与える。隕石は太陽系の質量の中では微
小な量である。しかし、構成物は今まで保存されて
いるので惑星自身よりも惑星形成についての詳細な
情報を教えてくれるような potentialを持っている。

惑星形成の理解への一歩としてコンドリュールからの
アプローチを考える。コンドリュールは0.1mm∼1mm

の火成の小球で、ほぼ全ての溶融していない石質隕
石で多く発見されており、これをコンドライトとい
う。コンドリュールは原始太陽系星雲を浮遊してい
る間に溶かされた前駆体からそれぞれ作られた。

このコンドリュールの熱履歴は化学的な成分と構造
によって制約されている。この構造は liquidus 以
下のピーク温度と冷却速度の制限することで室内
実験で再現される。三つのよくある構造の例は ra-

dial,barred,porphyriticである。

コンドリュールの他の特徴として、コンドリュール
の多くは周囲の温度は低い場所 (< 650K)から始ま
り、短い時間で 2000K以上まで加熱をされた。それ
らのピーク温度から物質の liquidusの下の温度まで
∼ 104K hr−1 で冷却された、次にそれらの liquidus

と solidusの間の結晶領域を通る際は ∼ 102K hr−1

で冷却された。

コンドリュールの形成メカニズムが、幾つか研究され
てきた。主要な条件として、熱履歴を用いている。コ
ンドリュール形成の有力な候補は離心率の大きい軌
道での原始惑星本体周りの Bow shockである。コン
ドリュールは惑星の building blockになると時折考
えられているので、Bow shockによるコンドリュー
ル形成は不思議に思うかもしれない。しかし、隕石
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の年代測定によるとコンドリュールの大半は原始太
陽系星雲で他の重要な形成イベントと比べて後に形
成したことを示唆している。

CAIsは太陽系の中で作られた最も古い知られている
物質である。Bouvier & Wadhwa は 2010年に互い
の形成年代の違いが ∼ 105yr以内で作られているこ
とを示した。4568.2Myr前を原始太陽系星雲の惑星
形成にとっての時間を t = 0とする。幾つかのコン
ドリュールは CAIsと同時に作られたかもしれない。
しかし、コンドライトにあるコンドリュールの多く
は CAIsのあと t ≈ 1.5 ∼ 3Myrの期間で作られた。
鉄隕石は多くのコンドリュールより前に作られたか
のように見え、それら自身を溶かすほど十分な量の
26Al を持っているような母天体が必要条件になる。
その母天体は CAIs の 1.5Myr 内に作られなくては
いけない。近年火星のコアの形成の年代は CAIs後
1.8Myrだと推測されている。

大きい惑星天体が生き残っているコンドリュールの
大半の前にすでに原始太陽系星雲の中に存在したこ
とになる。我々はコンドリュールは幾つかの天体と
同時期に作られた可能性だけでなく、惑星天体の結
果として作られたかもしれないという観念を受け入
れることを強いられた。

もし原始太陽系星雲が相当なガスを持っている間に
大きな天体が存在していたとすれば、ガス巨大惑星
の形成への core accretion の仮説と整合的である。
そうであれば、離心率と軌道傾斜角が励起された天
体はほぼケプラー軌道の上のガスに対して超音速で
動くことができる。それは強い Bow shocksを作る。
Ciesla et al.(2004)はコンドリュールの熱履歴を予想
するために 2D断熱 Bow shockと 1D shock計算を
している。その計算はコンドリュールの前駆体が必
要とされているピーク温度にたどり着いたことを示
したが、冷却した速度は ∼ 104Khr−1 になる。この
高い冷却速度の原因は効率的な輻射輸送があるから
である。結果として、微惑星によるBow shocksは冷
却速度が高すぎるコンドリュール構造の再現実験と
矛盾する。Ciesla et al.(2004)は大きい天体では極端
に早い冷却速度を和らげるかもしれないと提言した。

最近の Morris et al. (2012)による進展はコンドリ
ュール形成の bow shock modelにおいて重要な推定
を示している。それでもなお、この研究への重要な
制約がある。例として、流体力学の bow shocks は
shockの構造と流体の流れを 2Dで計算しているが、
形態と shockの速さの結果は比熱比 γ が一定で 2D

幾何学、そして shockの輻射冷却がない時のみ成立
する。多次元の影響は、彼らのモデルの中に含まれ
ていなかった。これが bow shock modelの本質の部
分であり、本論文はそれを示す。注意すべき点とし
て、コンドリュールの熱履歴は 1D近似で計算され
た。shock frontを通過する場所での速度を入力とし
て使って計算している。そして 1D shock計算の中で
のその shockの速さとその点での密度を inputとし
て使っている。輻射輸送は後ろの輻射場とその点で
作られた輻射場を混ぜることにより大雑把にモデル
化した。近似された unshockedガスと localガスの間
の光学的厚さを使っている。この方法の有利な点は
たくさんの物理的影響を熱履歴の計算の中に含める
ことができることである。水素の解離の非平衡や、熱
は固体物質とガスの間で分離することも含まれてい
る。これらの近似によって、Morris et al. (2012) は
コンドリュールの冷却速度は 103K hr−1を下回って
減速されるだろうと推測した。この方法の不利な点
は複雑な幾何学の輻射輸送であることや、bow shock

の形態での比熱の変化も、計算されていない。

本研究では、粒子の積分と詳細な 3D輻射流体力学シ
ミュレーション使って、星雲物質の高温過程のため
の bow shock modelを数値的に研究をする。主な科
学的目標は微惑星 bow shocksを通ることによるコン
ドリュール前駆体の熱履歴を特徴付けることである。
現時点で使えるできるだけ多くの self-consistentな
物理を取り込んでモデルを作り、3Dシミュレーショ
ンを実施する。
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2 Results

2.1 3D断熱 Bow Shock

二つの bow shockの比熱比γ = 1.46で一定とし、
風の速度を V = 9kms−1の条件下で、結果を見る。

図 1: 比熱比 γ = 1.46で固定した場合の 3Dシミュ
レーションの結果、温度分布

図 2: 断熱下での温度と圧力と冷却速度

Bow shockの形態は全て類似しているが、二つの違
いがある。一つ目が、2D shock(∼0.5Re) において
の standoff distanceは 3D shock(∼0.2Re)よりも大
きいことにより、得られる stopping distanceは 3D

シミュレーションの場合よりもはるかに大きいので、
2Dでのシミュレーションは固体物質が過剰に推定さ
れる。二つ目が、bow shockのOpening angleは 3D

の時より 2Dの時の方が大きいことであり、この違い
は strong shockにおいて得られる衝突断面積と高温

を過剰に推定されるだろう。つまり、bow shockに
よって作られることができる固体物質の量も過剰に
推定されるだろう。2D shockにおいて見られるよう
なこれらの影響の両方は多大な影響を与えるだろう。
注意すべきは、2D codeの 3D幾何でとられない限
り、2D bow shockシミュレーションは非現実な結果
を得ることである。

2.2 3D Radiative Bow Shock

3Dにおいて輻射を考慮した計算で加熱や冷却曲線
を調べる。任意の微惑星の表面に入射する輻射は来
た方向に放射されることを仮定する。ガス自身が輻
射を出して冷却することは含まない。吸収係数を与
える固体物質はコンドリュールの前駆体だけである
と仮定する。8km s−1 の shockで、コンドリュール
前駆体で質量吸収係数 κc = 1, 10cm2/gの場合でそ
れぞれ Rad0.1,Rad1と名前をつける。

Rad1 の場合は図３のように最も高い温度は bow

shock時に到達され、断熱の場合と違って微惑星に近
づいた時は温度がすぐ低下する。opening angleが、
Rad1の時に断熱の場合よりも小さくなる。Tail shock
はまだ形作られているが断熱シミュレーション時よ
りもかなり弱い。非常に高い温度で残る bow shock

の後ろの領域が、dustの欠如のため輻射できないよ
うな dust free後流になる。

図 3: Rad1の温度と圧力と冷却速度
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図３からわかるように輻射前駆部では 500K以上の温
度に上昇しない。輻射 bow shockは pre-と post-bow

shock領域で温度の急激な上昇と低下を見せる。圧力
もまた急激な変化を見せるが、post-bow shock領域
での密度の上昇のせいで温度ほど急激には低下しな
い。Tail shockがある程度緩やかな加熱を作ってい
るけれども、その post tail shock領域は pre-shock

領域よりも著しくは熱くはなく、400 ∼ 600K の間
の温度を持っている。
Shock面では冷却速度は 10000K/hrに到達し、結
晶化温度を通して 4000K/hrを超えたままである。輻
射輸送は bow shockからのエネルギー放出において
とても効率的である。Bow shockはもし輻射輸送が
なければ長期間 1400Kに保つが、輻射輸送のために
すぐに冷えてしまうことがわかった。

Rad0.1の場合、我々は factor10だけ standard opac-

ity を減らし、固体物質の質量吸収係数を κc =

1cm2/g−1を仮定する。それはRad1シミュレーショ
ンよりももっと光学的に薄いガスを作るが、それも
またガスが効率的に放射することを妨げる。この場
合の opening angleと standoff distancesは 8kms−1

の断熱の場合と類似している。この tail shockはもう
一度とても明瞭になる。それにもかかわらず、輻射
冷却は断熱の結果から大きな違いを引き起こす。結
晶化温度範囲を通り過ぎる時は冷却は約 6000K/hr

である。この tail shockは強い加熱を引き起こすが、
この温度は 1500Kをこえて上昇しない。より低い吸
収係数シミュレーションはここでは示していないが、
それはより小さい吸収係数が断熱極限で見られる tail

shockの加熱と post-tail shockの冷却を再現するだ
ろうことを推測することは簡単である。

3 Summary

本論文からは、大きく分けて３つの伝えたいこと
があると考えられる。一つ目が 2Dではなく、3Dで
計算することにより、よりリアルな解を導いている
という主張である。二つ目が輻射エネルギー輸送を
考慮している点である。三つ目が、光学的厚さの薄

図 4: Rad0.1の温度と圧力と冷却速度

い方がコンドリュール形成において良い環境である
という点である。
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マグマオーシャンによる表層・マントルへの水の分配について

小佐々 唯 (東京工業大学大学院 地球惑星科学専攻)

Abstract

形成段階初期における地球は、 天体の集積のエネルギー等によりマントルが部分的あるいは完全に融解し

た状態であるマグマオーシャンを経験したと考えられている。このマグマオーシャンが固化する過程では、

マグマ中の揮発性成分が惑星表面から脱ガスし、表層部分に大気として分配される可能性がある。また同時

に、マグマオーシャンの固化のタイムスケールも、表層にある大気の温室効果によって大きく変わると考え

られている。このようにマグマオーシャンの過程では、マントルと表層の大気は共進化すると推測されるた

め、その固化過程を理解することは、後の惑星の表層環境を考える上で非常に重要である。ここでは、マグ

マオーシャン関連の論文を 2つ紹介し、特に水の分配について言及する。

1 Introduction

初期の地球型惑星は、天体の衝突エネルギー、マン

トル内の放射壊変、コア形成による重力エネルギー

の解放等により、シリケイトマントルの溶解を経験

した可能性が高いと考えられている。巨大衝突によっ

て深部までマントルが溶ける、形成後の隕石の重爆

撃等による浅い・局所的な溶解が起こる等、マグマ

オーシャンの出来方や規模もいくつか考えられるが、

溶けた回数や溶けた深さなどははっきりとは解明さ

れていない。

また、マグマオーシャンの固化を考える上では、固

化過程で表層に存在する大気も重要な要素である。マ

グマオーシャン表層から、成長途中の始原的な大気

を通って逃げる熱フラックスによって冷却速度に変

化が生じるため、表層の大気による影響は大きいと

予想されている。

ここで特にマグマオーシャンが固化する過程をモ

デル化した 2つの論文について、メソッドや結果を

簡潔にまとめ、マントルと大気への水の分配の結果

に関わりそうな事項について後に述べる。

2 Previous Researches

2.1 Elkins-Tanton (2008)

マグマオーシャンの計算に鉱物の平衡計算を含め、

冷却のタイムスケールや最終的なマントルの組成を

求めた Elkins-Tanton (2008)では、初期の大気の中

で特に重要な気体として水 H2Oと二酸化炭素 CO2

を考え、大気の温室効果を含めて考えている。これ

らの 2つの成分は鉱物内には少ししか含まれないた

め、多くが表層に脱ガスするとすれば、大気は厚い

大気に成長し、その温室効果によりマントルの冷却

が弱まると予想される。よって、この 2つの揮発性

成分もモデルに含め、マントル中・表層それぞれに

どう分配されるかも追った。

ここでは溶けたマグマオーシャンの状態から、表

面に液体水が存在できるまで冷却した状態になるま

での過程を、次の 3つの段階で表している。(1)シリ

ケイトマントルが固化する過程。この過程で揮発性

成分は、下部から固まっていくマントル・上部の溶け

ている液体マントル、そして表層大気の中にそれぞ

れ分配される。この脱ガスによる分配によって大気

は成長する。(2)固化が終了に近づくと、固まったマ

ントルが重力によりオーバーターンする。これは固

化が進む過程で、液体マントルと固体マントル間で

マグネシウムと鉄の交換が起こり、液体に鉄が多く

含まれる状態になるためである。この交換によって

生じた密度の差によって不安定になり、重力によって

上下の入れ替えが起こる。（ここで行われた計算では

98%まで固化したときにこのオーバーターンが始ま

るとしている）この段階は数百万年で完了する。(3)

固化したマントルから宇宙空間へ (1)で出来た大気

を通って熱が放射し、冷却する。
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マグマオーシャンの深度は、地球について 500,

1000, 2000km とし、マントルに含まれる揮発性成

分の初期の値は、H2O, CO2：0.5 wt.%, 0.1 wt.% /

0.05 wt.%, 0.01 wt.% / 0.0 wt.%, 0.6 wt.%（全ての

水が金属鉄と反応してなくなる場合）としてそれぞ

れ計算を行っている。このようにマントルの固化と

同時に、この 2つの揮発性成分のマントル中と表層

への分配を考えているので、特にその点に注目した

結果をまとめる。

2.1.1 Elkins-Tanton (2008): Method

マグマオーシャンが固まるタイムスケールは、惑

星からの熱フラックス F を用いて

4πR2F =
dr

dt
ρH4πr2,

+
4

3
πρCp

d

dt
[T (R3 − r3)] (1)

より求めている。左辺は惑星から放出される総熱フ

ラックス、右辺は結晶化による潜熱（Hは融解熱）と

惑星の長期的な冷却のエネルギー収支式である。熱フ

ラックス F は大気の光学的厚さと表層の温度によっ

て決まる。また、灰色大気として近似している。

揮発性成分の脱ガスについては、マグマオーシャ

ン表面で揮発性成分が均一に飽和を保ちながら、固

化する各ステップの中で飽和量より多く含まれた揮

発性成分が表面から脱ガスするというモデルで、大

気の進化を求めている。水と二酸化炭素のそれぞれ

の分圧 pH2O と pCO2
は

pH2O =

[
H2Omagma − 0.30

2.08× 10−4

] 1
0.52

, (2)

pCO2
=

[
CO2magma − 0.05

2.08× 10−4

] 1
0.45

, (3)

より求めている。H2Omagmaと、CO2magmaはマグマ

に溶けているH2OとCO2それぞれの質量%である。

2.1.2 Elkins-Tanton (2008): Results of

volatile degas

結果として、初期のマントルに含まれる揮発性成分

の量が少ない場合（H2O: 0.05wt%, CO2: 0.01wt%）

でも、水と二酸化炭素の大気を合わせて約 100bar以

上の大気を表層に作り出すことが出来ることが分かっ

た。初めのマントル中に含まれていた水・二酸化炭

素が、最終的に表面に脱ガスした割合をみると、計

算を行ったどの初期値でも（水が鉄と反応してなく

なる場合を除いて）70%～93%は脱ガスする結果と

なっている。すなわち、マントル中に残る水の量は

3割にも満たない。また、図 1のように、大部分は

鉱物に含まれるのではなく、固まったマントルの間

に残った液体に含まれる水であることも示されてい

る。マグマオーシャンが固化する過程で、鉱物の間

にメルトのマントル（揮発性成分をそのまま含んで

いるもの）が必ず 1%トラップされるよう計算されて

いるので、このメルト部分にマントルに残るの水の

多くが存在するということになる。

図 1: 2000kmの深さのマグマオーシャンで、オーバー

ターンの過程終了後のマントル中の水の分布 (Elkins-

Tanton, 2008)。線が 2つあり、影がついている深さ

での水の量は、その影の範囲内にあることを示す。右

上の枠内は水が間隙に閉じ込められらメルトの水と

鉱物中閉じこめられた水を分けて描いたもの。間隙

に含まれる水の方が鉱物中に取り込まれた水よりも

多い。

2.2 Abe (1997)

マグマオーシャンの熱的・化学的な進化を調べた

Abe (1997)では、1次元の、液体・固体両方の相を

含むの流体の、熱と質量の輸送モデルを考えて計算

を行っている。出来るマグマオーシャンが持続する
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タイムスケールや深さによって、化学的な分化の起

こりやすさが異なることを考え、元素存在度と関連

づけてマグマオーシャンの制約条件を決定しようと

した。大気の温室効果の強さによって、マグマオー

シャンの持続性が異なることから、マグマオーシャ

ン時の大気がどのようなものであったかについても、

考えている。

2.2.1 Abe (1997): Method

球対称１次元の 2相（メルト・ソリッド）流体を

考えている。熱対流と質量輸送、メルト-ソリッドの

分別や相変化、メルトの割合による粘性変化を考慮

して、局所熱平衡を仮定したとき、定圧下における

エネルギーの収支式は(
Cp +∆h

(
∂ϕ

∂T

)
p

)
∂T

∂t

= − 4π
∂

∂m
r2 (Jq +∆h (Jgm + Jcm))

+ ∆v|g| (Jgm + Jcm) + qr, (4)

と表せるとしている。ϕ はメルトの割合、Jq, Jgm,

Jcmはそれぞれ、重力による分離の質量フラックス、

対流による質量フラックスである。∆vはメルトと固

体の相変化における体積の変化である。

また、元素 iの分配係数をKi とすると、

∂ωi

∂t
= −4π

∂ωi

∂m
r2

×
[

1−Ki

ϕ+Ki(1− ϕ)
ωiJgm − ρκh

∂ωi

∂r

]
,(5)

として元素 iの質量保存の式を用い、化学分別はト

レース元素 iの輸送を計算することでモニターして

いる。

2.2.2 Abe (1997): Results

結果としては、マグマオーシャンの出来るときの

条件による、化学的分化の様子について (1)マグマ

オーシャンが原始大気の保温効果によって出来たも

のであれば、下部マントルでの分化は広範囲で起こ

る。(2)天体衝突時の脱ガスによって出来た蒸気の大

気の保温効果によるものであれば、下部マントルで

の分化は起こりづらい。(3)巨大衝突によって深いマ

グマオーシャンが出来れば、下部マントルで分化が

起こるかどうかは、粒子のサイズやメルトの粘性、あ

るいは一時大気の物性による。逆に、マグマオーシャ

ンのタイプによらず上部マントルでの化学的分化は

起こると考えられる、ということを述べている、

固化のタイムスケールについては図??でみられる

ように、固化開始直後は表層は急速なペースで冷え

るが、徐々に冷却が起こりづらくなる。これは、粘性

が高くなるためである。図??の計算ではおよそ 2億

年ほどまで、表層にメルトが残るという結果となっ

ている。

図 2: スタンダードな場合での、マグマオーシャンの

固化が始まってからの時間と各深度での温度（Abe

,1997）。太めの点線はソリダス温度とリキダス温度。

上部マントルは固化開始後の粘性が低いときは冷却

がすすむが、粘性がある程度高くなるとゆっくりと

した冷却になるためすぐには固まらない。一方下部

マントルは徐々に冷え、数千年のうちに固まってる

ことが伺える。
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3 Discussion & Future Work

3.1 Water Partition

マグマオーシャン固化の過程における揮発性成分

の分布の進化を追ったElkins-Tanton(2008)では、固

化終了後にはマントル に含まれていた水の大部分で

ある 70%～93%は脱ガスする結果となっている。し

かし、現在の地球においてマントル中に含まれる水

の量は観測より海の質量のおよそ 1～10 倍と推定さ

れているため、これがElkins-Tanton(2008)で示され

るようなマグマオーシャンでマントルに入ったもの

と考えると、マグマオーシャンの固化終了後で表層

に存在する水はマントル中の数倍になるため、現在

に比べて多くの水が表層に存在しなければならない。

このようなマグマオーシャンによる表層への高い

割合での水分配と、現在のマントル中の水の量の両

方を説明するには、マントル固化後の大気を減らす

必要がある。例えば、表層の水を大量に宇宙空間に

逃がすような大気散逸・天体衝突による散逸、あるい

はマグマオーシャン固化後に再び水がマントル中に

沈みこむといったプロセスを考えなくてはならない。

しかしこのプロセスのみで、海質量の数倍 数十倍の

水を逃がさなくてはならなくなり、そこまで多くの

水を逃がせるか疑問である。そこで、マグマオーシャ

ンの固化終了後に表層に存在する大気が、より少な

くなりそうな事項を考えることも必要と考えられる。

3.2 Interstitial Liquid trapped in

solid

例えば、Elkins-Tanton(2008)では、マントル内部

に残る水の多くは固まる途中でトラップされた液体

マントル内の水である（鉱物に入り込む水はその半

分以下）。よって単純にトラップされる液体シリケイ

トマントルの割合について、Elkins-Tanton(2008)で

用いられている、固まるマントルのうち間に入り込

む液体マントルの体積比は 1%という値について、そ

れがより増えれば多くトラップされることが考えら

れる。

3.3 Hard magma ocean in

あるいは、Elkins-Tanton (2008)でのマグマオー

シャンの固化過程では、対流が強く効く（大気と似

たような計算方法）として扱われているが、実際の

マグマオーシャンは液体と固体が混ざった流体であ

り、固化が進むとメルト／ソリッド比が小さくなる

ことに注目する。特にマントル全体が下から固化し

ていくと、最終盤に表層に残るマグマの粘性率が高

くなることが予想され、すると対流は効きづらくな

るため、脱ガスは減少する可能性がある。また大気

に接する表面は、温度の境界となるので熱境界層と

なり、ただ飽和して脱ガスするというモデルでは不

十分かもしれない。脱ガスがそのまま起こるのでは

なく、熱境界層がふたのように働き、阻害されてよ

り多くの揮発性物質がマントルにトラップされるこ

とも考えられる。このように、揮発性成分、特に水

の分配については議論の余地があるだろう。

Reference
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エンケラドスの軌道進化と潮汐加熱

中嶋 彩乃 (東京工業大学大学院 理学院 地球惑星科学系 地球惑星科学コース)

Abstract

エンケラドスはカッシーニの観測や様々な研究によって熱的に活発な衛星として注目されている。その熱源

となるものは、土星の潮汐力であると考えられてきた。Howett et al. (2011)によってエンケラドスの熱放

射が約 16GWであることがわかった。しかし、土星の散逸係数 QSaturn = 18, 000とすると、現在テティス

と 2:1の共鳴関係に入っているエンセラダスが潮汐加熱によって生成する熱は 1.1GWと見積もられており、

現在の熱放出量を説明することができない。本研究では、新たに Lainey et al. (2012)によって提案された

QSaturn = 1, 680という値を用いてエンセラダスを含む土星中型衛星の軌道進化を計算した。その結果、軌

道進化の途中でエンケラドスとテティスが共鳴関係に入ったまま動き、その際に大きく離心率が増加する。

その後、近接散乱を起こすことによってエンケラドスがテティスの軌道の内側に入ると、大きく軌道離心率

が減少するため、エンケラドスが非常に大きな熱を放出する可能性があるとわかった。

1 Introduction

土星の衛星であるエンケラドスは土星中型衛星の

一つであり、探査機カッシーニによる観測から、生

命誕生の 3要素である「有機物、液体の水、熱など

のエネルギー」が揃った天体として注目されている。

3つ目の熱に関しては、カッシーニの観測によって、

実際にエンケラドスの赤外放射が 16GWと見積もら

れた (Howett et al. 2011)。しかし、エンケラドスの

放射性加熱は 0.32GWと見積もられており、太陽放

射や降着加熱の影響もほとんど受けない。そのため、

エンケラドスのエネルギー源として最も有力なのは

潮汐加熱であると考えられている。本研究では、そ

の潮汐加熱に注目した。

まず、潮汐による熱生成量は次の式によって計算

される (Spencer & Nimmo 2013)。

Ė =
21

2

n5mR
5
m

G

k2m
Qm

e2m

= 0.01GW

(
k2m/Qm
6× 10−6

)( em
0.0047

)2

(1)

ここでの nm はエンケラドスの平均運動 (5.3 ×
10−5m−1)で Rm は半径 (252km)、Gは万有引力定

数である。また、Qm、k2m、em はそれぞれエンケ

ラドスの散逸係数、ラブ数、離心率 (0.0047)を指し

ていて、(1.1)式を見ると、この 3つの値が熱生成に

大きく関わっていることがわかる。この式にエンケ

ラドスのラブ数と散逸係数の典型的な値はそれぞれ

6× 10−4と 100であり、この値を代入すると、エン

ケラドスの熱放出は 0.01GWにしかならないことが

わかる。また、ここでの散逸係数とは、ある系に対

する散逸の程度を表す無次元数であり、次のように

定義されている (Murray & Dermott 1999)。

Q =
2πE0

∆E
(2)

E0は一周期の変形で貯められる最大エネルギー、∆E

は一周期の潮汐によって消費されるエネルギーであ

る。

次に、土星の散逸係数QSaturnの下限値は、土星中

型衛星のうち最も内側にあるミマスが土星の自転と

共回転する公転軌道の外側から軌道進化したと仮定

することによってQSaturn > 18, 000と決まる (Peale

et al. 1980)。この値を用いると、現在のエンケラド

スの離心率と散逸率がディオーネとの 2:1平均運動

共鳴によって保たれていることから、エンケラドス

の熱生成量を時間平均した上限値 1.1GWが得られる

(Meyer & Wisdom 2007)。しかし、これは Howett

et al. による観測で得られた値 16GWよりはるかに

小さい。

以上より、本研究では、QSaturn = 1, 680という値

を用いた軌道計算を行い、軌道進化の過程で起こっ

た共鳴捕獲や軌道交差などによりエンケラドスのみ
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の離心率が一時的に増加し、その離心率が現在の値

まで減少する際に莫大な潮汐加熱が起こる可能性を

検討する。

2 Methods

本研究では、中心星を土星として、土星の中型衛

星 4体 (エンケラドス, テティス, ディオーネ, レア)

の軌道計算を行った。

2.1 モデル

Charnoz et al. (2011)によると、QSaturn = 1, 680

の場合、まず土星付近を漂う衛星が潮汐破壊を受け

て土星円盤の元になる。その後、土星円盤物質を元

に形成された衛星が円盤から軌道進化することで現

在の土星中型衛星系ができたと考えられている。本

研究ではこのモデルを用いる。

2.2 計算手法

4次のエルミート法を用いて計算を行った。また、

一部 SyMBAを用いた計算も行った。

潮汐の効果は以下のようにして加えた。これは中

心星が非軸対称に変形することによって、惑星の自

転と衛星の公転の間で角運動量輸送が起こり軌道長

半径が変化することを指す。潮汐ポテンシャル VT は

次のように表される (Zhang & Nimmo 2009)。

VT = −Gm
r

(
RS
r

)5

k2SP2 (cosψ) (3)

ここでの m は衛星質量、Rp は土星半径の平均値、

k2S は土星のラブ数、rは 2天体間の距離、ψは潮汐

によって引き延ばされた長軸と惑星ー衛星ラインの

成す角度、そしてP2 はルジャンドル多項式の第二

項である。潮汐変形は軌道平面にあるので、この軌

道平面と垂直方向に摂動はない。以上より、潮汐ポ

テンシャルを極座標 (r, ψ)における、単位質量あた

りの力に直すことができて、

fr = −∂VT
∂r

= −6
Gm

r2

(
RS
r

)5

k2SP2 (cosψ) (4)

fψ = −1

r

∂VT
∂ψ

= −3

2

Gm

r2

(
RS
r

)5

k2Ssin2ψ (5)

3 Results

3.1 共鳴捕獲可能性

本研究では、テティスとエンケラドスの軌道交差

時の相互作用に注目するために、テティスが誕生し

てから現在の位置に到達するまでの時間、潮汐の効

果も含めた軌道計算を行った。計算時間の問題から、

軌道進化を早めるためにラブ数をスピードアップファ

クターによって現実的な値の 108 ∼ 105 倍程度大き

くして与えたところ、惑星と衛星ラブ数の値をそれ

ぞれ変化させることで、エンケラドスがテティスと

の平均運動共鳴に捕獲される場合と捕獲されない場

合があることがわかった。
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図 1: 惑星と衛星のラブ数を変化させることによっ

て、エンケラドスがテティスとの共鳴に捕獲された場

合 (青×)と共鳴に捕獲されない場合 (赤×)をプロッ

トした図。紫色の領域に入る場合、エンケラドスは

テティスとの共鳴に捕獲される可能性が高い。また、

現実的なラブ数は青い丸で示している。

図 1は、土星のラブ数 k2Sを 105 ∼ 108、衛星のラ

ブ数 k2m を 102 ∼ 106 の範囲で変化させ、それぞれ

がどの値をとる場合にエンケラドスがテティスとの共

鳴に捕獲されるかを調べプロットしたものである。惑

星のラブ数は衛星の軌道進化の速さに関係しており、

衛星のラブ数は離心率を下げる効果に関係している。

惑星のラブ数が大きいほど衛星の軌道進化が速くな
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るので、共鳴には捕らえられにくくなる。一方、衛星

のラブ数が大きくなると、離心率が速く減少するた

め、共鳴に捕らえられやすくなる。図 1の結果より、

現実的な値のラブ数 (土星：k2S = 0.341(Gavrilov &

Zharkov 1977)、衛星：k2m = 6 × 10−4(Murray &

Dermott 1999)を用いて軌道計算を行った場合、テ

ティスとの共鳴に捕獲されると推定される。

3.2 潮汐軌道進化

まず、質量m2の小さな衛星 2(エンケラドス)がほ

ぼ円軌道で質量 m1 の大きな衛星 1(テティス)の近

くの外側の軌道を周っている時、衛星 1の方が潮汐

軌道進化が速いので、軌道間隔 (b = a2 − a1)が時間

と共に小さくなり、平均運動共鳴 (j + 1 : j)に捕獲

される。軌道間隔の縮み方が早いほど、衛星重力が

弱いほど、深い (j の大きい)共鳴に捕獲される。衛

星 2が一度共鳴に捕獲されると、軌道進化の早い衛

星 1と共に移動する。これによって、衛星 1からの

摂動が共鳴を維持するのに十分な角運動量に変わる

ため、衛星 2の軌道離心率が急激に増加する。

共鳴捕獲された時の衛星 1の軌道長半径を a1,initial

として、それが a1,finalまで移動した時の衛星 2は離

心率は、

e22,final ≃ e22,initial +
1

j + 1
ln

a1,final
a1,initial

(6)

と解析的に導かれる (Malhotra 1995)。この式をみる

とわかるように、衛星 2の初期離心率をほぼ 0とす

ると、最終的な衛星 2の離心率は衛星 1の軌道進化

にのみ依存している。しかし、衛星の潮汐散逸によっ

て e2は減少しようとするので、e2はそれらの釣り合

いの平衡値に落ち着く。その e2 の平衡値は、

e22 ≃ − 1
7(j+1)

(
j+1
j

)13/3 (
m2

MS

)1/3
m1

m2

Q2/k2,2
QS/k2S

(7)

と表される。

3.3 軌道交差

j + 1 : j の平均運動共鳴に捕獲されている場合、

a1 = (j/j+1)2/3a2である。この時、a1 > (1−e2)a2
となると、軌道交差が起きる。この離心率が先ほど

の平衡離心率より大きく小さいと、軌道進化の途中

で軌道交差が起こることになる。軌道交差を起こし

た後は衛星 1と 2が近付き、近接散乱、もしくは衝

突を起こす。近接散乱が起こった場合、小さい衛星

2の方が内側に散乱されると、2つの衛星は離れてい

き、離心率が下がることによって莫大なエネルギー

を放出する。また、衛星 2が外側に散乱されると、軌

道間隔は一旦広がるが、潮汐軌道進化によって再び

共鳴に捕らえられ、軌道交差を起こす。一方、衝突

が起こると、このようなエネルギー放出が起こらな

い可能性がある。また、現在の土星中型衛星の軌道

分布を説明する事ができなくなってしまうという問

題点がある。

4 Discussion

本節では、エンケラドスがテティスとの平均運動

共鳴に捕らえられた後、近接散乱を起こし、離心率

が減少する場合の潮汐加熱量を見積もる。

エンケラドスが発熱している間、対流が発達する

ことで熱を輸送し、液体と固体の間の状態にあると考

えられる。そして、円軌道化が終わると固化し、蓄え

られた熱は熱伝導のみによって運ばれる。この時の、

おおよその熱伝導の時間スケールを求める。氷と岩

石の熱伝導率はそれぞれ∼ 2W/mKと∼ 3W/mK、

比熱は∼ 2000 J/kgKと∼ 900 J/kgKである。さら

に、氷密度 1× 103 kg/m3、岩石密度 3× 103 kg/m3

とすると、密度の圧力依存性を一切無視した場合、

氷：岩石の体積比は 74：26 となる。この比率を用

いて、エンケラドスの内部を氷と岩石の混合物とし

て考えると、熱伝導率 λと比熱 cはそれぞれ 2.3と

1200となる。これより、エンケラドスの平均密度と

半径にそれぞれ ρ ∼ 1600 kg/m3 と Rm = 252kmを

用いると、エンケラドスの熱拡散係数は κ = λ/ρc ∼
1.2×10−6 m2/sとなる。よって、熱伝導の時間スケー

ルは τ ∼ R2
m/κ ∼ 1.8Gyrとなる。軌道交差が起こっ

てから現在までの時間に比べて熱伝導の時間スケー

ルのほうが長いため、現在まで内部に熱が残ってい

ると考える。
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以上より、現在のエンケラドスの熱フラックスは

F ∼ κ
ρ∆E

Rm
e−κt/R

2
m

∼ 1.2× 10−6 1.6× 103 × 106(e/0.1)

2.5× 105

∼ 0.77× 10−2 J/m2 s (8)

これに表面積をかけると、

L = 4πR2F ∼ 6GW
( e

0.1

)2

(9)

このような過程を考えることで、e > 0.16となれば

現在のエンケラドスにおける 16GWの熱放射を説明

することができる。解析解によると、この離心率は

j = 3の共鳴に捕らえられれば満たすことができ、こ

の共鳴は現実的な k2p の値を用いると起こる可能性

があると考えられる。

5 Conclusion

本研究では、土星円盤から全中型衛星が形成され

るというモデル (Charnoz et al. 2011)と、潮汐を考

慮した軌道進化モデル (Zhang & Nimmo 2009)を参

考に、QSaturn = 1, 680(Lainey et al. 2011)の場合

の土星中型衛星のうち 4 つ (エンケラドス、テティ

ス、ディオーネ、レア)の軌道進化を調べた。

その結果、エンケラドスは軌道進化の途中でテティ

スとの平均運動共鳴に捕獲され、離心率が大きく上

昇することがわかった。その後、二衛星は軌道交差

し、衝突または近接散乱を起こす。近接散乱を起こ

してエンケラドスがテティスの軌道の内側に飛ばさ

れる場合は、一度上昇したエンケラドスの離心率が

下がることによって潮汐加熱が起こる。j < 3の平均

運動共鳴に捕獲されるならば、16GWの熱放射を説

明することができる。しかし、衝突を起こした場合

このような加熱は起きず、衛星の現在の位置関係も

説明することができなくなる。そのため、今後はラ

ブ数や初期条件を変化させて衝突の条件を詳しく調

べる必要がある。
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原始月円盤の熱進化

河瀬哲弥 (京都大学宇宙物理学教室 M2)

概要
月形成の最有力シナリオはジャイアント・インパクト説である。この説では、原始地球に火星サイズの

原始惑星が衝突し、その結果、 この円盤物質が自己重力で集積し、合体成長することで月が誕生したとされ
る。
衝突から原始月円盤の形成の段階においては SPH法のシミュレーションにより多くの理論的研究がされ

ている。その結果、非常に高温で岩石の気体や液体物質からなる原始月円盤が形成されることが示唆されて
いるが、その後どのような過程で原始月円盤が進化したかについては現在もよく分かっていない。月サンプ
ルの同位体比や元素組成の測定から原始月円盤がどのように進化するかの試みがあるが、原始月円盤の進化
の理論的な研究は未だ不十分である。特に月サンプルの元素組成の測定から、原始月円盤において揮発性元
素が除去されたことが示唆されているが、それがどのような過程で起こったのかは不明確である。
今回の発表では、原始月円盤の 1Dシミュレーションを行った Charnoz & Michaut (2015)について紹

介する。この論文では岩石物質の蒸気/液体の 2つの相が 2層に分離している円盤モデルで計算をした。そ
の結果、蒸気の層に乱流が発生すると、蒸気に含まれる揮発性物質が地球に降着することで、月の揮発性元
素の枯渇を説明することができた。

1 導入
最も有力な月形成のモデルとしてジャイアント・
インパクト説がある。この説は原始地球に火星サ イ
ズの原始惑星が衝突した後、衝突天体のマントル物
質が飛び散り、さらに円盤物質が自己重力で集積し
合体成長することで月が誕生したとされる。この説
は月の密度が他の太陽系天体の密度と比べて小さい、
地球-月系の角運動量などのいくつかの観測事実をう
まく説明できる。
このモデルに基づいて衝突過程がどのようになる
かについては粒子法流体力学スキームである SPH法
(Smoothed Particle Hydrodynamics)のコンピュー
ターシミュレーションが盛んに行われている。これ
らの計算結果によると、衝突後ばらまかれた物質は
すぐに 1つの天体に集積するのではなく、地球周り
に高温の岩石の蒸気と液体による原始月円盤が形成
されるということが分かった。さらに形成された原
始月円盤の多くの物質は衝突天体のマントル物質由
来のものであり、月の密度が小さいということが明
らかになった。
原始月円盤がその後どのように振る舞うかについ

ては、様々なモデルを仮定して研究が行われている。
Kokubo and Ida (2000) は熱力学的な効果を無視し、
固体粒子同士の重力相互作用と衝突合体を N体計算
をすることによって 1個の月が形成されるという結果
が得られた。Salmon and Canup (2012) はロッシュ
半径内の流体円盤が粘性のよる角運動量輸送によっ
て円盤の外に運ばれ、その後固体粒子となってそれ
らが衝突合体することによって月に成長したという
結果が得られた。 Ward (2012) は蒸気/液体の混合
円盤の鉛直方向の構造を解析的に議論した。しかし
原始月円盤はの主成分はシリケイトの蒸気と液体の
混合相であり、これを取り扱うことは難しく、熱力
学的進化と力学進化の両者を考慮した原始月円盤の
流体力学シミュレーションの研究は行われていない。
そのため月サンプルの分析による研究が盛んに行わ

れ、月が形成される前の原始月円盤中で化学進化や同
位体比の進化があったということが示唆されている。
その例の一つが月は地球と比べて揮発性元素が枯渇し
ているという観測結果である (図 1, Taylor and Wiec-

zoreck 2014)。さらに Znの同位体比 (66Zn/64Zn)を
地球と月とで比較すると、月は地球に比べて 66Znの
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量が多いという観測結果がある (Paniello et al., 2012)

。これは原始月円盤で揮発性元素が何らかのプロセ
スで同位体分別が起こったのではないかということ
が示唆されるが、未だにそのプロセスは明らかになっ
ていない。

図 1: 月と地球の元素組成の比 (Taylaor and Wiec-

zoreck 2014)。左側が難揮発性元素で右側が揮発性
元素。

そこで Charnoz & Michaut (2015)では月の揮発
性元素の枯渇を岩石物質の蒸気と液体が 2層に分離
した円盤モデルの 1Dシミュレーションを試みた。さ
らに蒸気の層は磁気回転不安定性などによる α粘性
を考え、蒸気の層が液体の層よりも早く地球に落下
することを考えた。また、円盤中の相転移を考慮し蒸
気の層と液体層の間の質量交換も考慮した。しかし本
研究では原始円盤中での月形成による back-reaction

は考慮していない。

図 2: 原始月円盤モデル (Charnoz & Michaut 2015)。

2 手法
2.1 円盤モデル

図 2のような蒸気と液体が 2層に分離した円盤モ
デルを考えた。鉛直方向の温度構造は等温を考えた。
力学進化については 2層の粘性係数をそれぞれ求め、
r 方向の角運動量輸送の式を以下のように別々に解
いた。

∂σl

∂t
+

1

r

∂

∂r
(rσlUl) = 0 (1)

∂σv

∂t
+

1

r

∂

∂r
(rσvUv) = 0 (2)

ここで、

Ul =
1

σlr

d
dr

[
r3νlσl

dΩl
dr

]

d
dr (Ω

2
l r

2)
(3)

Uv =
1

σvr

d
dr

[
r3νvσv

dΩv
dr

]

d
dr (Ωvr2)

(4)

ただし、U は r方向の速度、νは粘性係数、Ωは角速
度。さらに添え字 vは蒸気の層、lは液体層である。
また熱進化については粘性加熱と放射冷却を考慮

した以下に式を解いた。
∂el
∂t

+
1

r

∂

∂r
(relUl) = ėlV + ėlR (5)

∂ev
∂t

+
1

r

∂

∂r
(revUv) = ėvV + ėvR (6)

ここで、

ėlV = +σlνlr
2

(
dΩl

dr

)2

(7)

ėvV = +σvνvr
2

(
dΩv

dr

)2

(8)

ėlR = −2σSBTl
4 + 2σSBTv

4 (9)

ėvR = −2σSBTv
4 + 2σSBTl

4 − 2σSBTirr(10)

とする。ただし、Tirr はシリケイトの凝縮温度の
2000 Kとする。

2.2 粘性

粘性係数 νは物質が蒸気、液体、固体粒子のそれぞ
れの場合で考えた。蒸気の層の粘性は α粘性を考え、

ν = α
C2

s

ΩK
(11)
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とした。ただし、Csは音速、ΩK はケプラー角速度。
また今回は α = 10−4 とした。
円盤が液体の時は重力不安定による粘性を考え、

Sekiya 1983の解析的議論から粘性係数を以下のよう
に与えた。

νl =

⎧
⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎩

0.001 m2/s (r < RL)

π2G2σ2
l

Ω3
K

(r > RL)

(12)

ただし、σl は液体層の面密度。また、RL は

RL =

(
M⊕

0.525πρl

)1/3

≃ 1.7R⊕ (13)

である。つまり液体層は r > RL は重力的に不安定
であるが、r < RLの場所では安定のため地球には落
下しない。
さらに円盤の温度が 2000 Kより下回ると円盤全
体が固化し、固体粒子が形成されるとした。そして
粘性係数は固体粒子同士の衝突や重力不安定を考慮
した Daisaka et al. 2001の粘性係数を用いた。

ν = νtrans + νcol + νgrav (14)

円盤の状態が液体では円盤内側では安定であったが、
固化すると円盤内側では衝突が優勢で不安定となり
物質が地球に落下する。

3 結果
円盤の密度分布は

σ(r) = 4.5× 108 kg/m2 (15)

また円盤の半径は 1R⊕ から 10R⊕ で考えた。また、
初期のシリケイトの揮発率 f = σv/σ(r)は全ての r

で f = 20%とした (Nakajima & Stevenson, 2014)。
さらに揮発性元素の揮発立 K = σv/σv は 103, 102,

101, 1, 10−1, 10−2, 10−3として計算した。また、K

については温度や密度によらず常に一定とした。
その結果、揮発性元素が豊富な蒸気の層が地球に
落下することで原始月円盤の揮発性元素の枯渇が実
現された (図 3)。さらに揮発性が大きいほどより枯
渇するという結果を得ることができた。そして時間
が 103 yrとなると円盤が固化することで、液体層が
地球に落下し揮発性元素の割合が上昇した。

図 3: 揮発性元素の割合の変化 (Charnoz & Michaut

2015)。ただし縦軸は初期の揮発性元素の量に対する
比である。

4 議論と今後の研究の方向性
円盤の寿命が 103 yr以内であれば月の揮発性元素

の枯渇が実現できるという結論が得られた。しかし、
円盤の寿命は円盤が蒸気と液体の混合相から固体に
凝縮する温度であると考えられる。そのため冷却過
程が揮発性元素の枯渇の解明に重要であるというこ
とが考えられる。
しかし、Charnoz & Michaut (2015)では円盤の鉛

直方向の温度構造・進化に関して十分に議論されて
いない。まず、蒸気/液体の 2層円盤モデルを仮定し
ているが、衝突による円盤形成直後は蒸気と液体が
完全には分離せず混合していると考えられる。また、
鉛直方向の温度構造は等温を仮定しているが、実際
は円盤は鉛直方向に温度が下がると考えられる。さ
らに T=2000 Kの黒体放射を仮定しているが、2層
円盤であれば蒸気層の光学的厚さ τ は十分小さく、
液体層で τ ∼ 1となると考えれられる。
これらの円盤の鉛直方向についての議論を正確に

行えば、冷却時間が大きく変わる可能性がある。そ
して冷却時間を求めることは衝突条件の制限につな
がる。そのため今後の方針は円盤の鉛直方向の密度/

温度構造と冷却プロセスを明らかにすることを目標
をしたい。
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弾性体ゴドノフSPH法を用いた衝突合体による

複雑形状小惑星の形成シミュレーション

杉浦 圭祐 (名古屋大学大学院 理論宇宙物理学研究室)

Abstract

探査機によって小惑星の詳細な観測がなされており、幾つかの小惑星は球から離れた複雑な形状をもつこと

が明らかとなってきている。このような複雑な形状は衝突破壊によって形成されたと考えられており、その

形成過程を明らかにすることで小惑星形成時の状況を知る手がかりを得ることができる。小惑星形状の形成

過程を明らかにするために、弾性体力学に拡張された Smoothed Particle Hydrodynamics(SPH)法に現実

的な岩石の性質を表すモデルを導入した計算手法を用いて、微惑星の衝突計算が行われている。弾性体力学

に岩石の効果を導入した計算方法を使用することで、最終的な形状が球ではなくなるような衝突も表現する

ことができる。本講演では我々が開発している弾性体ゴドノフ SPH法と弾性体標準 SPH法、及び各種のモ

デルを紹介し、kmサイズの微惑星の衝突計算を行った結果を紹介する。

1 導入

近年、探査機によるその場観測によって幾つかの

小惑星の形状の詳細が明らかとなってきている。例

えば、探査機ロゼッタのチュリュモフ・ゲラシメン

コ彗星の観測の結果、この彗星は石が２つくっつい

たような奇妙な形状をしていることが分かった。こ

のような球から離れた複雑な形状は微惑星の衝突に

よってできたと考えられており、小惑星形状の形成

条件を明らかにすることによって形成時の様子を知

る手がかりを得ることができると期待される。

微惑星衝突の詳細を調べるために、Smoothed Par-

ticle Hydroeynamics(SPH)法という流体力学の数値

計算法を用いた衝突計算が行われている。Jutzi &

Asphaug (2015)は弾性体力学に拡張された SPH法

にひび割れ、摩擦、塑性、空隙のモデルを導入し、km

サイズの微惑星がm/s程度の低速度で衝突・合体す

る様子を再現した。その結果、頭が２つあるような

構造の小惑星が形成されるための衝突条件を明らか

にした。

我々は微惑星衝突による形状形成をより詳しく調

べるために、弾性体 SPH法を用いた計算コードを独

自に開発している。以下では弾性体力学の基礎方程

式と SPH法、また岩石を表現する各種のモデルを紹

介した後、本研究で開発した計算コードを用いて km

サイズの微惑星が低速で衝突する様子を再現した結

果を紹介する。

2 弾性体力学

SPH法を用いて弾性体力学の数値計算を行うため

に必要となる、弾性体力学の基礎方程式は以下の様

になる。

連続の式:

dρ

dt
= −ρ

∂vα

∂xα
(1)

運動方程式:

dvα

dt
=

1

ρ

∂σαβ

∂xβ
(2)

エネルギー方程式:

du

dt
=

1

ρ
σαβ ϵ̇αβ (3)

構成方程式:

dSαβ

dt
= 2µ

(
ϵ̇αβ―

1

3
δαβ ϵ̇γγ

)
+ SαγRβγ + SβγRαγ

(4)

ただし、
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σαβ = −Pδαβ + Sαβ

ϵ̇αβ =
1

2

(∂vα
∂xβ

+
∂vβ

∂xα

)
Rαβ =

1

2

(∂vα
∂xβ

− ∂vβ

∂xα

)
(5)

である。σαβ は応力テンソル、Sαβ は偏差応力テン

ソル、uは単位質量あたりの内部エネルギーであり、

その他の変数は流体力学の場合と同じ意味を持つ。

d/dtはラグランジュ時間微分を表し、ギリシャ文字

は方向を表す。また和の規約を使用しているため、2

度現れる添字に対しては和を取ることとする。後は、

圧力 P と密度 ρ、内部エネルギー uを関連付ける状

態方程式を付け加えることで、弾性体力学を記述す

ることができる。

3 標準SPH法とゴドノフSPH法

SPH法では広がりを持った粒子の重ね合わせで連

続体を表現する。また、粒子の位置や粒子に付随す

る内部エネルギーなどの物理量は、弾性体力学の基

礎方程式に従って変化する。SPH法では任意の位置

の密度を、

ρ(x) =
∑
j

mjW (x− xj , h) (6)

と表す。ただしmj は j 粒子の質量、W はカーネル

関数という粒子の広がりを表す関数、hはスムージ

ング長と呼ばれる粒子の広がりの度合いを表すパラ

メータである。本研究ではガウシアンカーネルを使

用する。

i粒子の任意の物理量 fi は、実際の f の分布を畳

み込み積分することで表現する。

fi =

∫
f(x)W (x− xi, h)dx (7)

i粒子の物理量の勾配は、部分積分、カーネル関数

が遠くで 0になること、式 (6)、を使うことで、

∂fi
∂xα

=
∑
j

mj

∫
f(x)

ρ(x)
W (x− xj , h)

∂

∂xα
W (x− xi, h)dx

(8)

と表すことができる。

広く使われている標準 SPH法ではW (x−xj , h) =

δ(x−xj)と近似することによって、物理量の勾配を、

∂fi
∂xα

i

=
∑
j

mj
fj
ρj

∂

∂xα
i

W (xi − xj , h) (9)

と計算する。標準 SPH 法の場合に基礎方程式を定

式化する際は、基本的に式 (1)-(5)の右辺の空間勾配

を、式 (9)で置き換えるだけである。

一方で、ゴドノフ SPH法 (Inutsuka 2002)では物

理量分布を多項式で補間することによって、式 (8)を

解析的に計算する。こうすることで、空間２次精度

を得ることができる、張力不安定性という数値的な

不安定性を抑えることができる (Sugiura & Inutsuka

2016a,b)という利点がある。

4 岩石の性質を表すモデル

4.1 ひびモデル

引き伸ばされた領域でひびが入り破壊が起きると

いう岩石の性質を表すため、Benz & Asphaug (1995)

によってひびモデルが開発された。このモデルでは

ダメージパラメータ Dを導入し、D = 1の SPH粒

子は粉々に壊れた岩石を、D = 0の粒子はひびの入っ

ていない岩石を表すものとする。粉々になった岩石

は引っ張り力を伝えることができないので、各粒子

の圧力を、

P → (1−D)P (10)

とする。横ずれ応力もひび割れの影響を受けるが、摩

擦も同様に横ずれ応力に影響をあたえるため、偏差

応力テンソルに関しては摩擦の項で述べる。

ダメージパラメータは計算中に生じた歪みが、各

粒子に割り当てられた歪みの閾値を越えることで一
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定速度で増えることができる。この歪みの閾値は実

験的に決めたパラメータとワイブル分布に従って決

定する。また計算中に実際に生じる歪みは、応力テン

ソルの最大主応力をヤング率で割ることで評価する。

4.2 塑性モデルと摩擦モデル

塑性とは物質が伸びすぎることで変形が元に戻ら

なくなってしまう性質である。Jutzi (2015)では岩石

は高圧下では塑性変形に対して強くなるという性質

を考慮し、圧力に依存するモデルを構築した。この

モデルではD = 0の粒子に対する降伏応力を、

Y =
(
Y0 +

µiP

1 + µiP/(YM − Y0)

)(
1− u

umelt

)
(11)

とする。ただし、Y0は P = 0での降伏応力、YM は

ミーゼスの降伏応力、µiは内部摩擦係数、umeltは溶

ける温度での内部エネルギーである。この降伏応力

を用いて偏差応力テンソルを、

Sαβ → fSαβ

f = min[Y/
√

J2, 1]

J2 =
1

2
SαβSαβ (12)

と制限することで塑性を表現する。

一方で D = 1 となり粉々となった粒子に対して

は、横ずれ応力は摩擦によって決められるべきであ

る。Jutzi (2015)では、D = 1の粒子には圧力に比

例する降伏応力を適応することでこの効果を導入し

た。D = 1の粒子に対しては、

Y = µdP (13)

とする。ただし、µd は摩擦係数である。

4.3 空隙モデル

空隙とは、軽石のような物質に含まれる空間のこ

とである。岩石が空隙を含むと、空隙のために与え

られた圧力に対する応答が弱くなり、より弱い圧力

にしか耐えられなくなる。空隙の効果は Jutzi et al.

(2008)によって SPH法に導入された。空隙モデルで

は膨張パラメータ αを定義する。

α =
ρs
ρ

(14)

ただし、sの添字が付いているものは空隙がない物質

の物理量を、添字がないものは空隙も含んだ場合の

物理量を表す。空隙によって圧力が弱まる効果を、

P =
1

α
Ps(ρs, us) (15)

と表す。ここで、Psは空隙なしの物質の状態方程式

である。

実際には加えられる圧力が強くなると、空隙は潰

されて αの値も小さくなる。この効果を取り入れる

ため、P − αモデルという、圧力と膨張パラメータ

を関連付けるモデルを導入する。αを圧力の関数と

して表す最も簡単な方法は、2次関数を用いる方法

である。

α =


α0 (P < Pe)

1 + (α0 − 1) (Ps−P )2

(Ps−Pe)2
(Pe < P < Ps)

1 (Ps < P )

(16)

ただし、α0は初期の膨張パラメータ、Peと Psはパ

ラメータである。実際の数値計算では式 (16)を時間

微分した式で、αの時間発展を追う。

5 微惑星衝突の計算結果

以上のモデルを弾性体 SPH法に導入し、Jutzi &

Asphaug (2015)で行われているような、微惑星の低

速衝突を再現した。衝突させる微惑星は、半径が約

500m、質量比がMt/Mi = 2、2体脱出速度が 25cm/s

のものを想定する。微惑星の物質は氷を想定し、氷

のティロットソン状態方程式を使用する。ただし、

50%の空隙を含む氷を想定する。この２つの微惑星

を、2体脱出速度の 1.25倍の速度で 52◦ の角度で衝

突させる。この衝突の様子を標準 SPH法で計算した

結果を図 1に示す。

図 1の通り、自己重力により二回目に衝突した後、

摩擦によって頭が２つあるような構造が再現できて

いることが分かる。この結果は、Jutzi & Asphaug

(2015)の結果とも整合的である。
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図 1: 微惑星衝突の計算結果。赤い点は小さい微惑

星を構成する SPH 粒子を、緑の点は大きい微惑星

を構成する SPH粒子を表す。また上段左、上段右、

中段左、中段右、下段左、下段右の順に、T=4000s、

12000s、32000s、82000s、132000s、202000sの時刻

の結果である。

6 まとめ、議論

本研究では微惑星の衝突を再現するため、弾性体

SPH法に岩石を表現する各種のモデル (ひびモデル、

摩擦モデル、塑性モデル、空隙モデル)を導入した計

算コードを開発した。また Jutzi & Asphaug (2015)

の計算を標準 SPH法のコードを用いて再現したとこ

ろ、頭が２つあるような構造の小惑星の形成を再現

することができた。今回は衝突速度が低速であるた

め空隙率がほとんど変化せず、破壊はひびモデルに

よって、構造形成は摩擦モデルによってなされてい

る。しかしながら正面衝突の場合やある程度高速な

衝突の場合は、空隙の圧縮による効果が構造に影響

をあたえると考えられる。

標準 SPH法を用いた場合は確かに頭が２つあるよ

うな形状を作ることができたが、ゴドノフ SPH法を

用いた場合には丸くなってしまい、摩擦が全く効い

ていないような挙動を示してしまった。原因は究明

できてはいないが、恐らくゴドノフ SPH法に各種の

モデルを取り入れる方法が誤っているためであると

考えられる。弾性体ゴドノフ SPH法に各種のモデル

を導入した計算コードの妥当性の評価が必要である。

今回は低速衝突であるため自己重力によって束縛

されている場合の構造形成を計算したが、弾性体の

計算手法を用いているため、高速衝突によって破壊さ

れた後の微惑星の形状も記述することができる。今

後は様々な衝突計算を行い、衝突後の微惑星形状が

どのようになるか調べて行きたいと考えている。
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太陽系外における惑星のリングの探索

逢澤 正嵩 (東京大学宇宙理論研究室)

Abstract

　天体 J1407bが 1天文単位程度のリング構造の周惑星円盤を持つという報告を除き、未だに太陽系外にお

いては惑星のリング、具体的には土星がもつほど大きなリングは発見されていない。それを踏まえ、最近の

研究では、蝕を通じて惑星を発見した Kepler衛星の公開データを用いて、21の短周期惑星の中からリング

が探索されたが、結果的に発見には至らなかった。この結果は惑星が中心星に近いと、リングが物性的にも

軌道的にも不安定であることと矛盾しない。

　この状況を踏まえ、我々は Kepler衛星が発見した長周期惑星の周りでリングの探索を行った。ターゲット

としては Keplerの公式チームが発見した長周期惑星に加え、公式とは別のグループ、我々のグループが新た

に発見した長周期惑星を選んだ。次に、我々はターゲットにした 89の惑星の全ての蝕について、単一惑星

による蝕で解釈をし、光度曲線の中の惑星モデルで説明できないリング付き惑星特有のズレを探索した。そ

して 89天体の蝕のズレを定量的に評価し、それらを、S/Nが悪くリングの大きさに上限が与えられない系

を 66例 、リングでは説明できないほどのズレを示す系を 8例、リングでうまく説明できそうなズレをもつ

系を 7例、リングを持っている可能性が低い系を 8例に分類わけした。そして、リングでうまく説明できそ

うな 8例の蝕については詳細に吟味をおこない、土星ほどの大きさのリングをもつ惑星の蝕と解釈できる系

を一つ発見した。これは世界初のリング付き惑星候補天体の発見である。また、リングを持っている可能性

が低い系については、リングの大きさに上限を与えた。本発表では、以上の流れに従って、惑星リング探索

の詳細、リング付き惑星候補の詳細な解析結果について紹介する。

1 Introduction

太陽系と同じように、太陽系外においても惑星リン

グは普遍的な存在なのか? この人類の根源的な問いに

定量的な形で答えを提示した例はいまだ存在しない。

例外として、J1407b周りのAUオーダーの大きさを

持つ巨大リング構造候補の観測 (e.g. Kenworthy &

Mamajek 2015) があげられるが、J1407が非常にわ

かい星であること、またリング構造が非常に大きい

ことから、この天体は周惑星円盤と考えられている。

実際に系外惑星リングの探索を行った先行研究は、

21のホットージュピター周りのリング構造を探索した

Heising et al. 2015のみである。Heising et al. 2015

ではリングを発見するには至らなかったものの、こ

の結果はリング粒子が星に近い時に軌道的にも物性

的にも不安定になることと矛盾しない。

さて、惑星リングを発見するにはどのようなプロー

ブを用いればよいのだろう? 例えば土星の場合だと、

惑星リングの質量は惑星本体に比べ８桁ほど小さい。

なので、質量がシグナルの大きさに直結する「マイ

クロレンジング」や「惑星の重力による主星のふら

つき自体の観測 (視線速度法)」は効果的ではない。

一方で、下の図を見てわかるようにリングの測光的

影響はとても大きい。なので分光観測や測光観測、特

に惑星の反射光や惑星食を用いるのが効果的である。

図 1: NASAの衛星カッシーニが捉えた土星のリング。写真
の手前から、カッシーニ、土星、太陽の順番で並んでいる。
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反射光のシグナルの大きさは (Rp/a)
2 に、惑星蝕

のシグナルの大きさは (Rp/R⋆)
2に比例する (ここで

aは惑星軌道の軌道長半径、Rp は惑星半径、R⋆ は

星半径)。なので、反射光は短周期惑星に感度が強い

一方で、惑星蝕は軌道長半径にシグナルの大きさが

よらない。前述したようにリング粒子短周期周りで

不安定になるので、惑星リングを検出するには長周

期惑星周りで感度の強いトランジット法を用いるの

が自然である。

以上を踏まえ本研究では、トランジット法を用い

て長周期惑星周りでのリング構造を探索した。

2 リング付き惑星の蝕モデル

リング付き惑星蝕のモデルは Ohta et al. (2009)

を参考にした。モデルパラメータは、通常の惑星のパ

ラメータに加えディスクの内径Rinおよび外径 Rout、

リングの向きを指定する θ, ϕ、そしてリングがどれ

ほど光を遮るかというパラメータ T からなる。

図 2: リングの幾何学的な定義図

実際の観測データを用いたフィットでは、比較的長

い時間スケールの光度変化 (たとえば自転速度の長い

黒点によるもの) を除去するために、減光モデルに

多項式を乗じた関数をフィットに用いた。減光の積分

の計算には、先行研究ではモンテカルロ法を用いて

いたが、本研究では積分範囲の表式を４次方程式で

書き下し、それを逐一解くことで高速かつ高精度な

計算を達成した。関連する式は煩雑なため詳細は割

愛する。

3 リングシグナルの評価方法

リング付き惑星の蝕は、リングなし惑星の蝕とあ

まり相違ない。なので、リングを検出するには、両

者のわずかな違いを定量的に評価する方法が必要で

ある。

まず、ある光度曲線の時系列データ Ii(ti) (i = 0 ∼
Ndata) を考える。Ii(ti)をリングを持たない惑星の

蝕モデルでフィットすると、その残差 δi(ti)が得られ

る。その残差を用い、信号対雑音比 (S/N)sを以下の

ように定義する

S/N =

∑
i δ

2
i

σ2
=

∑
i δ

2
i

Ndata

Ndata

σ2
= ∆2 1

(σ/
√
Ndata)2

(1)(
∆2 =

∑
i δ

2
i

Ndata

)
,

ここで ∆2 は残差の二乗和の平均で、σ はデータの

標準偏差である。

さて、実際に観測データを惑星モデルでフィットす

ると、観測的な (δi(ti),∆
2, S/N)の組み合わせが得

られる。もし仮にこれらの値が大きいとすると、観

測されている光度曲線と惑星蝕モデルとの間のズレ

が無視できないことを示唆し、リングによるシグナ

ルが埋まっている可能性を追求する価値があること

を意味する。

次に一つのリングモデルのパラメータセット pか

ら計算できる光度曲線を考える。すると、上の議論

と全く同じように (δi(ti),∆
2, S/N)を計算すること

ができ、これらはいわば理論的なシグナルの大きさ

である (ただし σ や Ndata の値は観測データのもの

を援用する)。そして、この理論的な予言と観測的な

ズレを比較することで、観測データのシグナルの大

きさを定量的に評価することができる。

実は考えるパラメータ空間 pは観測的に制限でき

る。たとえば、トランジットの深さの情報を用いれ

ば、惑星やリングのサイズのパラメータの自由度を

一つ消去することができる。こうして制限されたパ

ラメータ空間 plim の中では ∆2 の最大値 ∆2
max, sim
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が一つ決まる。仮に ∆2
max, sim が小さいと、如何な

るリング惑星が星の手前を通過しても、通常の惑星

と見分けがつかない。この境目の値 (閾値)を∆2
obs,

∆2
max, sim(青), and ∆2

thr としよう。

さて、 ∆2
obs、∆2

max, sim、∆2
thr の値を基に、以下

のようなカテゴリーに惑星蝕を分けることができる。

ただし ∆2
obs は観測的に得られた ∆2 の値を表すと

する。

(A) : ∆2
max, sim < ∆2

thr

リング検出可能性がなく、仮に惑星がリングを

もっていてもただの惑星と区別できない。

(B) : ∆2
obs < ∆2

thr < ∆2
max, sim

もしリングを惑星がもっているとすると、そのリ

ングを検出できる。一方観測された残差は小さ

く、リングの兆候は見当たらない。よって∆2
thr <

∆2
sim(p) を満たす pの領域を排除できる。

(C) : ∆2
thr < ∆2

max, sim < ∆2
obs

リングの検出可能性はあるが、観測された残差

が大きく、考えているパラメータ pでは説明で

きない。

(D) : ∆2
thr < ∆2

obs < ∆2
max, sim

リングの検出可能性があり、観測された残差も

十分に大きく、またその残差を説明できるパラ

メータ pも存在する。

p (Ring parameter)

∆
2
 (
A
m
p
li
tu
d
e
 o
f 
A
n
o
m
a
ly
)

∆2
sim(p)

∆2
max,sim(p)

Detectable line (∆2
thr)

(A) 

(A) 

図 3: ∆2
obs、∆2

max, sim(青)、∆2
thr(赤) の値をもとに惑星

蝕を (A)∼(D)のいずれかに振り分ける際の概念図。∆2
obs

が縦軸のどの値になるかで、(A)∼(D) のクラス分けが決
まる。

ここで一つ強調するべきことは、理論的な ∆2 に

は最大値が存在ということである (カテゴリー (A)に

p (Ring parameter)

∆
2
 (
A
m
p
li
tu
d
e
 o
f 
A
n
o
m
a
ly
)

∆2
sim(p)

∆2
max,sim(p)

(B) 

(D) 

(C) 

Detectable line (∆2
thr) 

図 4: 図 3に同じ。

対応)。このことは、あるケースではパラメータ (た

とえばリングの外径など)に上限をつけられないこと

を意味する。

4 ターゲット天体の選定

NASAが 2009年に打ち上げた Kepler衛星は、約

150,000 天体の光度変化を 4 年間継続観測し、今ま

でに 8000個以上もの惑星候補を見つけている。その

うち、本研究のターゲットとなる長周期惑星の数は、

たとえば惑星の平衡温度が 200K以下のものを抜き

出すと、37天体となる。一方で、独立なグループ (

Wang et al. 2015; Uehara et al. 2016)も長周期惑

星を発見している。本研究では、上記のグループを

組み合わせ、計 89天体をターゲット天体とした。

5 解析

Section 3で考案した手法を適応するために、実際

に 89の長周期惑星候補の全ての光度曲線を惑星蝕モ

デルで解釈し、∆2
obsを評価した。フィットの詳細など

は煩雑なので割愛する。データはMikulski Archive

for Space Telescopes (MAST)から取得し、光度曲線

には Long cadence (29.4分)間隔で取られた Simple

Aperture Photometry (SAP) を用いた。

理論的な予測を行うパラメータ空間 pを制限する

ためには観測されたトランジットの情報を用いれば

よい。ただし実は ∆2 は P および a/R⋆ にはよらな

いことは示せるので、これらの自由度は考えなくて



174

2016年度 第 46回 天文・天体物理若手夏の学校

もよい。今回は Rout/Rp と Rp 以外のパラメータは

固定し、2自由度のみを考えた。そして観測された

トランジットの深さを用いて自由度を 1つ消し、∆2

を∆2(Rout/Rp)と書き表した。そして、Rout/Rpと

Rp 以外の固定したパラメータは色々な組み合わせ

で計算し、様々な場合について計算した。もちろん、

トランジットの深さ以外の情報 (詳細なトランジット

の形状) を用いると、他のいくつかのパラメータの

自由度を消すことができるが、ここでは簡単のため

Rout/Rp と Rp の 2自由度しか考えない。

6 解析結果

θ = 45◦, ϕ = 45◦、Rin/Rp = 1.0 と光の減光率を

100%に固定して ∆2(Rout/Rp) を計算した。その結

果 (A)に 66、(B)に 8、(C)に 8、(D)に 8系カテゴ

ライズされた。(B)については (Rout/Rp)の値に上

限を設けた。もっとも、今は自らパラメータ領域を大

幅に制限して解析したが、前述したように観測デー

タを巧みに用いると、より広いパラメータ領域を効

率的に探索できる。

次に、残差の大きかった (C)および (D)の中から、

残差の形および実際の光度曲線の形がリング特有な

ものを 5例抜き出した。この 5例をリング付き惑星

モデルでフィットをする前に、惑星の信号がそもそも

偽信号ではないかどうかを確認した。実はケプラー

望遠鏡の分解能は (CCDの場所にもよるが) 3”程度

であり、周りの天体からの汚染が無視できない。つ

まり、今見ている天体にある程度近い他の天体で蝕

がおこると、どこで蝕が起きたのか判断が難しいの

である。我々は各 pixel上での光度変化を詳細に比較

することで、この偽陽性の可能性を検証し、うち 4

つの天体が見ている星由来の信号ではないことを示

した。そして、1天体のみが残った。

最後にこの残った 1天体の光度曲線を詳細に解析

した。ただし、解析をする前にこの天体の周期を見

積もるとおおよそ P = 200, 000 daysとなり、トラ

ンジット法で発見できるにしては長い周期を持って

いることが判明した。そこで、Kepler衛星の観測期

間でのこのトランジットの期待値を見積もったとこ

ろ n = 0.04となった。この値はかなり小さいが、た

だ小さすぎるとまではいかないので、この天体が惑

星蝕であると仮定した上で次に進む。

そこで我々は、この天体の光度曲線がリング付き

惑星以外のモデルで説明できないかどうかを検証し

た。そして。星の活動によるノイズ、偏平な惑星、星

表面上の黒点を惑星が通過するときの増光、重力減

光などの考えうるモデルについては、今回の信号が

説明することがとても難しいことを示した。

7 Conclusion

我々はリング探索のための方法論を提示しそれを

Kepler衛星で発見された 89の長周期惑星候補の蝕

に適用した。その結果、いくつかの系に対しリング

の上限を与え、また 1つのリング付き惑星候補を発

見した。一方で、我々の探索の方法論、リング付き

惑星による減光の高速計算モデル、リング付き惑星

候補の詳細な解析例は将来のリング付き惑星にも応

用が可能である。こうした試みを礎にし、「惑星リン

グは普遍的であるか」という問いに対して、近い将

来科学的な答えが出ることを期待したい。
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Doppler Tomographyによる公転軸傾斜角λの測定

渡辺 紀治 (総合研究大学院大学 物理科学研究科)

Abstract

初めて系外惑星が発見されてから今日まで、様々な軌道を描く惑星が見つけられている。惑星の軌道進化を

考察する際、惑星公転軸と見かけの主星自転軸とのずれ (公転軸傾斜角)λが重要な手がかりとなる。この λ

を測る方法として、惑星がトランジットする際に主星の見かけの視線速度が変わる Rossiter-McLaughlin効

果 (RM効果)を観測する方法がある。しかし、近年では、RM効果より正確に λが決定できるという理由

から、主星のスペクトル線の影を見る Doppler Tomography という手法での観測もされている。これから

の研究で、Doppler Tomographyで観測されていない系外惑星の λを算出し、RM効果での λと比較する。

そこで、今回は、Cameron et al.(2009)のレビューを行う (1章から 4章までこの論文を紹介する)。この論

文は、ESOの HARPSのデータから Doppler Tomographyで HD189733の v sin I、重心系の固有の視線

速度、惑星公転軸とのずれ λ、line profileの広さを求め、高精度で恒星半径を得た論文である。

1 Introduction

中心星の自転軸と惑星の公転軸のずれ λの観測方

法の一つとして、Rossiter-McLaughlin効果 (RM効

果)の観測がある。この効果は、トランジットの間に

惑星が恒星面の一部を隠すために、見た目の恒星の

視線速度がずれるという現象である。しかし、この方

法では、中心星の投影自転速度 v sin Iが大きいほど、

また、line profileが極端に非対称であるほど、λと

v sin I自身の誤差が大きくなる (Hirano et al. 2009)。

一方、トランジット中の吸収線の line-profileから恒

星由来の line-profileを引いて、惑星の「影」を検出

する「Doppler Tomography」という手段でも λを測

ることができる。Triaud et al.(2009)はHARPSの観

測データから RM効果で惑星 HD189733bの λを算

出したが、本論文では、同じデータを用いてDoppler

Tomographyで新たに v sin I と λを算出した。

2 Methods/Data Analysis

2.1 Observation

本論文では、2006年 9月 8日と 2007年 8月 29日

に観測された ESO 3.6m望遠鏡の分光器 HARPSの

スペクトルデータを使用した。2006年のデータの時

間間隔は 10.5分で S/Nは 230、2007年のデータの

時間間隔は 5.5分で S/Nは 130であった (Triaud et

al. 2009)。

2.2 Methods

自転速度の遅い恒星の line-profileは、高い精度で

ガウス関数で表すことができる (式 1)。

g(x) =
1√
2πs

exp
(
−x2/2s2

)
(1)

ここで、x = v/v sin I は、恒星半径で規格化した自

転軸からの距離であり、その場所での恒星自転速度の

視線方向に対応する。また、標準偏差を s = σ/v sin I

と恒星自転速度で規格化した。

また、周辺減光モデルを、周辺減光定数 uを置いて

B(µ) = B(1)(1− u+ uµ) (2)

と仮定する。ここで、µ = cos θは視線方向と恒星表

面の法線の成す角 θの余弦である。自転軸の方向を

yと置いて µ =
√
1− x2 − y2 と書くことができる。

式 2を y = ±
√
1− x2 まで積分して、−1 ≤ x ≤ 1

の積分で 1になるように規格化すると、式 3になる

(Gray 1976)。

f(x) =
6((1− u)

√
1− x2 + πu(1− x2)/4)

π(3− u)
(3)
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図 1: トランジット中の視線方向に投影された恒星面の
様子。惑星が (xp, zp)の位置に投影される。恒星が自転し
ているので、青い半面は青方偏移し、赤い半面は赤方偏移
する。惑星が恒星面の一部を隠すことで、恒星本来の line
profileに影響を及ぼす。(Cameron et al. 2009より)

これより、観測される恒星の line-profileは、式 1と

式 3の畳み掛け積分となる (式 4)。

h(x) =

∫ 1

−1

f(z)g(x− z) dz (4)

時刻 j、pixel iで視線速度 vijが観測された時、xij

を、

xij =
vij − (K(e cosω + cos(νj + ω)) + γ)

v sin I
(5)

と書くことができる。ここで、νj は j 回目の観測で

の近星点からの角度、kは中心星の視線速度振幅、e

は離心率、ω は投影面と惑星軌道の交線から近星点

までの角度、γは恒星系の重心系の視線速度である。

よって、j回目の観測でのモデルの恒星の line pro-

fileを h(xij)と表すことができる。

一方、惑星について、天球面に投影された位置を

xp = r sin(ν + ω − π/2) (6)

zp = r sin(ν + ω − π/2) cos i (7)

と記述できる。ここで、rは恒星からの距離、iは

軌道傾斜角を表し、xp・zp・rを恒星半径で規格化し

図 2: 惑星 HD189733bの影の移動の様子 (上図：2006年
9月 7-8日、下図：2007年 8月 28-29日)。水平方向の点線
はトランジットの中央、十字の点はトランジットイベント、
垂直方向の点線は恒星自転速度±v sin I を示している。ま
た、αi で表現できる縦縞の模様が残っている。(Cameron
et al. 2009より)

た。惑星が隠す部分の光度と恒星面の光度の比 β は

β =
Rp

R⋆

1− u+ uµ

1− u/3
(8)

となる。このとき、µ =
√
1− x2

p − y2p である。

恒星の自転軸から惑星までの見かけの距離は、λを

用いて式 9になり、視線速度に変換すると式 10にな

る (図 1参照)。

up = xp cosλ− zp sinλ (9)

vp = upv sin I (10)

また、惑星の一部分が恒星面を隠す時 (例：ingress、

egress)の β と up は、Ohta, Taruya, & Suto(2005)

と Giménez(2006)から解析的に計算できる。

以上より、トランジット中に観測できる恒星の line
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profileは

pij = h(xij) + β g(xij − up) (11)

になる。式 11の β g(xij − up)が惑星の影を表し、

観測された惑星 HD189733bの影が図 2のように現

れた。この関数について、βはRp/R⋆と周辺減光定

数 uに、ガウス関数 gの形は sに、恒星自転軸から

の距離 up は v sin I と λに依存する。

2.3 Analisis

本論文では、解析データから、式 11 のモデルに

フィティングするのに、式 12で示す χ2 分布を設定

した。

χ2 =
n∑

i=1

(
d′ij − Âpij − αi

)2

ωij (12)

ここで、d′ij は観測データの profile、p′ij はモデルの

profile、αiは sidelobeのパターン (図 2で現れる縦縞

の明暗のパターン)、ωij は重み付けの値を示す。そ

して、この χ2が最小になるように、マルコフ連鎖モ

ンテカルロ法 (MCMC法)で v sin I、λ、vg(恒星 line

profileの半値幅)、γ を求めた。

3 Results

Claret(2000)の恒星モデルから出た周辺減光定数

uの値より、v sin I、λ、vg(恒星 line profileの半値

幅)、γを求めたところ、表 1の結果を得た。表 1よ

り、周辺減光定数 uに対する依存性が弱いことがわ

かる。

ここで、RM効果で求めたTriaud et al.(2009)の結

果である λ = 0.85±0.30◦と比べると、符号が逆であ

り、絶対値が少し小さいことがわかる。また、不確定

性について、本論文の結果では 0.3◦となり、Triaud

et al.(2009)での不確定性と同程度であった。

また、v sin Iについて、3.10±0.03 km/sという値

になったが、Triaud et al.(2009)で求めた 3.32+0.02
−0.07

km/sより小さい値をとった。

表 1: MCMC で得た 4 つのパラメーター (Cameron et
al.2009より)

Parameter 2006 Sep 7-8 2007 Aug 28-29

u = 0.675

v sin I (km/s) 3.071± 0.019 3.113± 0.0252

λ (degree) −0.37± 0.234 −0.65± 0.32

vg (km/s) 6.277± 0.024 6.243± 0.026

γ (km/s) −2.209± 0.010 −2.223± 0.012

u = 0.725

v sin I (km/s) 3.0835± 0.020 3.115± 0.024

λ (degree) −0.40± 0.24 −0.65± 0.33

vg (km/s) 6.286± 0.022 6.248± 0.026

γ (km/s) −2.209± 0.011 −2.221± 0.013

u = 0.775

v sin I (km/s) 3.088± 0.021 3.126± 0.024

λ (degree) −0.35± 0.25 −0.67± 0.33

vg (km/s) 6.293± 0.024 6.252± 0.025

γ (km/s) −2.208± 0.012 −2.222± 0.013

4 Discussion

以上の結果を用いて、投影自転速度 v sin I と恒星

自転周期P で恒星半径を決定できる。ここで、Henry

& Winn(2008)からP = 11.953±0.009 daysとする。

また、表 1の λから恒星自転軸と惑星自転軸が揃って

いるので、Iと iが一致しているとみなすことができ

る。Triaud et al.(2009)より、I = i = 85.5となるの

で、本論文での結果からR⋆ = 0.732±0.007R⊙とな

り、Triaud et al.(2009)の結果 R⋆ = 0.77± 0.01R⊙

より小さくなった。

このような数値の違いは、恒星の自転角速度の差

によって生じると考えることができる。Doppler To-

mography では、恒星が固体球の回転として振る舞

うと仮定している。しかし実際は、極から赤道に行

くほど自転角速度が大きくなる。

また、惑星が通った見かけの恒星緯度に黒点が存

在するとき、恒星半径を補正する必要があるが、本

論文での手法では、解析されたデータから黒点のあ

る緯度を決定する方法がない。仮に、緯度 0度付近

に黒点帯があったとすると、その角速度が惑星の通

る見かけの緯度での角速度より δΩ ∼ 0.015 rad/day
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だけ速くなり、恒星半径が 3%まで減少する。

以上より、HD189733のような v sin I が元の吸収

線の広さと同程度である恒星に対しても、Doppler

Tomographyで解析できることが示された。Doppler

Tomographyで求めたパラメーターには、RM効果

で現れる系統誤差がない。恒星と惑星の影両方の line

profileから v sin I の制約を狭め、高精度で恒星半径

を求めることができた。

5 Future Works

これまで、Doppler Tomography について、

Cameron et al.(2009)を通して述べたが、これから

自身の手がける研究では、すばる望遠鏡の高分散分

光器 HDS で観測されたデータから、RM 効果でし

か測定されていない幾つかの惑星について、Dopler

Tomography で λ を測定する。そして、Doppler

Tomographyで得た λと RM効果で得た λが一致す

るかどうかを調べていく。
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SKA(Square Kilometre Array)による地球外知的生命体の探査
向野　伝 (熊本大学大学院 自然科学研究科M1)

Abstract

1960年、電波天文学者のF.Drakeが宇宙文明からの電波通信の受信 (Communication with Extra-Terrestrial

Intelligence : CETI)を試みた。しかし、この当時観測できる惑星の数は少なく、系外惑星からの人工電波
の受信は失敗に終わった。それから数十年、科学技術の進歩に伴い、観測技術も向上したが、当面行う事は
向こうからの電波を受けるだけで、交信では無いという理由により CETIは宇宙文明の探査=SETI(Search

for Extra-Terrestrial Intelligence)へと変わった。SETIは、電波望遠鏡を用いてその惑星からの文明的な電
波を傍受する。本研究では、国際共同で 2020年代の実現を目指す 1km2 望遠鏡 SKAによる SETIについ
て議論する。

1 Introduction

現在、太陽系外でもハビタブルゾーンに地球と似
たような惑星を持つ惑星系が次々と発見されている。
ハビタブルゾーンとは、生命の誕生に適した環境を
有する領域のことで、中心星からの放射エネルギー
により、表面温度が水を液体に保つような領域のこ
とである。現在、ハビタブルゾーンはすべての惑星
系に存在するとされている。しかし、地球外に文明
が存在することは確認されていない。地球に誕生し、
文明を持った我々は、宇宙から見ても例外的な存在な
のか、それとも必然的なものなのか、という哲学的
な答えを求めるため人々は関心を持っている。SETI

は、その答えを見つけるためのプロジェクトであり、
知的生命が存在する可能性の高い星に注目し、望遠
鏡で受信した電波を解析し、そこに知的生命による
ものが含まれていないか探すという方法が現在最も
大規模に行われている。SKAは、2018年に建設を開
始し、2020年から観測を開始する予定となっている、
集光面積 1km2の電波望遠鏡である。数千個のアンテ
ナを並べて宇宙を観測する電波干渉計であり、巨大
な集光面積と広範囲に展開するアンテナ群による高
い解像力により、銀河の形成や宇宙磁場、地球外生命
体の探査などが行われる。SKA第 1段階 (SKA1)で
はパラボラアンテナ 200基、低周波アパーチャアンテ
ナアレイ 13万基が建設され、SKA第 2段階 (SKA2)

では、パラボラアンテナ 2000基、低周波アパーチャ
アンテナアレイ 100万基が建設される。SKAではよ

り広域にわたり、より精密な SETI観測を行うこと
ができる。

2 Observations

地球外生命が人類と同じかより高度な文明を持っ
ていれば、当然高度な技術によって作り出される電
波が存在し、それを観測することがそこに知的生命
が存在することの指標となる。図 1より、観測に優
位な波長帯として、銀河のシンクロトロン放射や地
球の大気による分子の回転遷移の影響を受けにくい、
500MHz-25GHz(Terrestrial Microwave Window)の
領域が 1993年に定められている。

図 1: ある波長帯に対する noiseの大きさを示す
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5年間で SKA1は 60pc内の観測圏内の 1万以上の
すべての星 ( 1018ergs/sec以上)を観測する。また、
SKA2では、地上の航空機レーダー ( 1017ergs/sec以
上)と同等の光度限界で、60pc内のすべての星を観
測することができる。

図 2: SKAにより探査される帯域での発光が見られ
る地上の送信器

図 3: それぞれの望遠鏡が観測できる最小の Lumi-

nosity

図 2は、地上に存在する強い電波を宇宙に漏らす
送信器の種類・光度・数を示し、地球外に文明が存
在すれば、そのような人工的な電波が漏れ出ている
と考えられ、図 3は 15pcでのそれぞれの望遠鏡の観
測できる最小光度を示している。図より、SKA2で
のみ航空機レーダーレベルの電波を検出することが
できる。

3 Conclusion

SKAによる観測で、SETIは大きな進展を迎える
と考えられる。SKAでは、これまで観測することが
できなかった微弱な電波まで捉えることができるよ

うになった。これにより地球近傍の人類のような文
明を検出することができるようになったと考えられ
ている。今後は、SKAにおける探査に向けて知的生
命が存在する可能性がより高い星を選択し、観測に
有用と考えられる波長を絞り、より優位な観測を行
うための研究が必要である。また、課題として検出
された電波が知的生命が発したものなのかを見分け
ること、さらにその信号を解読することなどが必要
となる。
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