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1. INTRODUCTION

 Magnetically powered pulsar (magnetar)

   強大な磁場の減衰をエネルギー源としてX線やガンマ線を放出している磁気駆動型    
のパルサー。通常のパルサーの100倍から1000倍以上 (B>10^{14}-10^{15}G ?) の磁   
場を持っていると考えられている。SGR  (Soft Gamma-ray Repeater) やAXP             
(Anomalous X-ray Pulsar) などがこれに属している。

 SGR

    繰り返しガンマ線バーストを起こす(flareを起こす)ことで特徴付けられている中性    
子星。magnetar仮説によれば、星の表層(crust)を貫く磁力線が動いて応力が加えら   
れれば星震が起こり、それによってバーストが生じると考えられている。稀に(現在
までに3例) giant flareという通常のflareと比べて莫大なエネルギーを放出する現象を
起こすことがあり、観測されているX線スペクトルからはQPO (準周期振動)と呼ばれ
る振動現象が観測されている。



  

1. INTRODUCTION

 QPOの観測とそれの振動による解釈
    現在までに、giant flareを起こした3つのSGRから合計10個くらいの振動数が得られ

ている。
     SGR 0526-66 : 43.5 Hz

     SGR 1900+14 : 28, 54, 84, 155 Hz

     SGR 1806-20 : 18, 26, 29, 92.5, 150, 626.5, (720), 1837,  (2384) Hz

　 これらは、中性子星の固有振動によるものであるという解釈が広く受け入れられて
いて、もしも振動によって説明することができれば、中性子星の内部 (例えば、状態
方程式や磁場構造など)について何らかの情報を得ることができる可能性がある。つ
まり、極端に強い磁場を持つ星について星震学の考え方を適用することができる可
能性がある。

    → そのためには、強い磁場を持つ星の固有振動を詳細に調べる必要がある。



  

1. INTRODUCTION

 振動に基づいた解釈    
　その第一段階として、我々はpurely poloidal fieldを持つ中性子星について、最もシン

プルな軸対称トロイダルモードを計算している。その際には、coreとcrustの磁気的
なcouplingも考慮している。

その結果として、得られた振動数がおおよそQPOの振動数と同じくらいのオーダー
になっていることが確認でき、振動数の星の磁場や質量、半径などへの依存性から
QPOを説明することができるモデルの推定を行うこともできている(シンプルな軸対
称トロイダルモードでは全てのQPOを説明できるモデルは作れない)。また、振動数
スペクトルの性質についても、ある程度理解することができている。



  

1. INTRODUCTION

 振動に基づいた解釈
 しかしながら、purely poloidal fieldは不安定であることが知られており、長いタイ

 ムケールで安定に存在することができないため、磁場星の平衡状態としてはあまり適
 切ではない。特に、より現実的な非軸対称摂動を扱う場合には不安定性の影響を考
 慮しなくてはならないように思われる。
   → 磁場星の安定性についても解析を行う必要がある。

そこで、第二段階として現在計算しているのが、磁場の構造としてはシンプルな
purely toroidal fieldを持つ中性子星についてモードを計算すること。
マグネターの磁場構造としては、内部でトロイダル磁場優勢であるという主張も存在
していて、purely poloidalの場合と比べてどのようなモードが得られるのかを調べ
る上で興味深い。
また、purely toroidal fieldも磁場星の構造としては不安定であることが知られてい
るため、安定性の解析をする上でも興味深いと考えられる。
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2. EQUILIBRIUM CONFIGURATION

 Stellar models & Equilibrium magnetic field

  星のモデルとしては、シンプルに(polytropic index n=1の)ポリトロープを仮定する。

  また、crustは考慮せず星全体が流体であるとする。

    トロイダル磁場の構造は、平衡解として良く知られている以下の式を用いる。

    kは磁場の強さに関する定数で、¥rhoは密度を表している。
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3. METHOD OF SOLUTION

 Perturbation equations

     1. 摂動は非軸対称(|m|>0)

     2. 回転(slow rotation)の効果も含める(回転が磁場の安定化にどのように影響するか)

     3. 浮力が不安定性にどのような影響を与えるか
     4. 磁場はforce freeではないので、星の変形を考慮する

振動の式を導出する際の基礎方程式は3つあり、連続の式とオイラー方程式と磁場
の誘導方程式。

v : 流体の速度
¥Omega : rotation rate

B : 磁場
これらの基礎方程式のオイ
ラー摂動をとることで、振動
を記述する方程式を導出する



  

3. METHOD OF SOLUTION

 Oscillation equations

   2次以上の摂動を無視して、基礎方程式を線型化する。今、摂動は非軸対称を仮定

   している。以降、Cowling近似(重力場の摂動を無視)を適用して考える。

¥epsilonは変形を表すパラメータ、¥sigmaはinertial frameでの振動数で、摂動
の時間依存性及び経度角依存性は以下のようになっている。



  

3. METHOD OF SOLUTION

 Finite series expansions in terms of spherical harmonic functions

    Lorentz termやCoriolis termのために動径成分と角度成分に変数分離することができ
ないため、球面調和関数を用いて有限の長さで展開する必要がある。

    展開の過程で、モードはeven parityとodd parityに別れる。



  

3. METHOD OF SOLUTION

 A set of linear ordinary differential equations

    

    最終的に行列形式で振動の式を
得ることができる。例えば、ベ
クトルSは(S_{l_j})を縦に並べた
ベクトルになっている。



  

3. METHOD OF SOLUTION

 Boundary conditions

   振動の式を解くのに必要な条件は2種類ある。

      1. inner boundary condition → regular condition (星の中心で固有関数が発散しない   
                                                                       ために課される条件)

      2. outer boundary condition → 星の表面で圧力のラグランジュ摂動がゼロとなるよ   
                                          うに課される条件

    これに加えて、星の表面で規格化条件を課す必要がある → S_l1=1とする

    この時、磁場の強さB0をパラメータとして与えて数値計算すると、境界値固有値問題
    として境界条件を満たす数値解を得ることができる。そして、求めた解の中から

j_{max}に依存しないモードをpick upする必要がある。pick upする際の基準となるの
は...

       1. j_{max}を変えても固有値が変わらない
       2. j_{max}を変えても固有関数の概形やモードのエネルギーが変わらない etc
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4. NUMERICAL RESULTS

 Eigen modes (m=2, even)

    f-mode (左上)とp-mode 
(右上)とg-mode (下)の固
有振動数と、磁場への依
存性を表している。縦軸
がモードの固有振動数
で、横軸がアルヴェン振
動数になっている。

    p-modeとは音波であり、
圧力を復元力として伝搬
する。g-modeは内部重力
波であり、浮力を復元力
として伝搬する。F-mode
はp-modeとg-modeの間
に現れる伝搬方向に節を
持たないモードである。



  

4. NUMERICAL RESULTS

 Eigen functions

     左から、f-mode, p1-mode, g1-modeの固有関数を表している。それぞれ、展
開係数でl_1=|m|, l'_1=|m|+1の概形を示している。B0=1×10^{16} G, 
¥Omega=0として計算している。浮力はブラント-バイサラ振動数と関係してい
る。



  

4. NUMERICAL RESULTS

 Rotational modes (m=2)
r-mode (上)とinertial 
mode (even: 左下, odd: 
右下)の磁場依存性を示
している。先程の振動
モードと同じく、回転
起源のモードも磁場の2
乗に比例していること
が分かる。回転モード
は、コリオリ力を復元
力としているモードで
ある。また、変形によ
る影響もほとんど受け
ないことも分かる。こ
こで、rotation rateは
0.05としている。



  

4. NUMERICAL RESULTS

 Eigen functions

   

    左からr-mode, inertial mode (odd), inertial mode (even)の固有関数。これらのモード
はコリオリ力を復元力としている。r-modeはinertial modeのsubclassであ
り、toroidal componentが卓越しているモードである。また、rotation rate ¥Omega
を → 0とした時に、¥kappa=¥sigma/¥Omega=2m/l'(l'+1)となる性質を持っている。
上の3つのモードの¥kappaの値はそれぞれ、0.667, 0.517, 1.100となっている。
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 磁場モード
    圧力や浮力やコリオリ力を復元力とするモードに加えて、ローレンツ力を復元力と

する磁場起源のモードがあっても良いはずである。それらは、アルヴェンモードと
考えることができるので、振動数はおそらく磁場の大きさに比例しているだろうと
推測される。また、おおよそアルヴェン振動数程度で振動する低周波のモードであ
ることも想定される。

     しかしながら...

      実際には、モードを得ることが容易ではなく現段階ではまだ、実振動数を持つ磁場
モードを計算することができていない。今のところ、得られない理由や或はどのよ   
うにすれば計算可能なのか分かっていない。

– 磁場モードは連続固有値 ?
– 定式化が良くない ?
– anelastic approximation ?



  

4. NUMERICAL RESULTS

 磁場モード (m=2,even)

    磁場の不安定モードについては、怪しいながらも何かを得ることはできる。不安定
モードは、純虚数の固有値を持つモードでそれはgrowth rateを表している。実固有
値の磁場モードと同じく、growth rateは磁場の大きさに比例していると考えられ
る。

m=2として計算した不安定モード。成長率は
確かに磁場の大きさに比例している。また、
例として示した固有関数は星の表面付近で大
きな振幅を持っていて、表面で磁力管が磁気
浮力によって浮き上がる不安定に似ているよ
うに思われる。



  

4. NUMERICAL RESULTS

 磁場モード
   また、浮力や回転によってgrowth rateは小さくなるという計算結果が先行研究などで

確認されていて、実際に我々も調べてみると確かにgrowth rateは小さくなっているよ
うに見える。

     

従って、一見すると良
さそうに見えるが、実
は不安定モードは展開
の数に依存して振動数
が変わってしまうの
で、得られているモー
ドが偽のモード(見かけ
上それらしいモードに
見える)に数値的に収束
してしまっている可能
性がある。また、節の
数が同じで固有関数の
概形の似ているモード
が多く現れてしまうこ
とも怪しい。

また、m=1には最も強い不安定と考えられるkink instabilityが
あることが知られているが、今回の計算では得られていない 
→  何故 ?
現段階では理由は不明
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5. SUMMARY

purely toroidal fieldを持つ星について振動の計算を行うと。。。
– f-modeやp-modeやg-modeのような通常の場合にも現れるモードを計算する

ことができ、それらの振動数は磁場の2乗に比例して大きくなることが分
かった。f-modeやp-modeは変形の影響を少なからず受ける。

– slow rotationを加えると、通常のモードに加えて回転起源のr-modeやinertial 

modeも計算することができる。これらのモードの振動数も磁場の大きさの2

乗に比例して大きくなり、また、星の変形による影響はほとんど受けない。
– 実固有値を持つ磁場モードが存在しても良いと思われるが、今回の計算では

どうしても得ることができていない。その理由については現在議論中であり
良く分かっていない。また、不安定モードは|m|>1については計算することは
可能であるが(浮力や回転によってgrowth rateは確かに弱まる)、それらが本
当に正しく得られたモードなのかは怪しいので詳細に調べる必要があ
る。m=1のkink instabilityは、今回の計算では得ることができてお
らず、その理由についてもまだ分かっていない。



  

5. FUTURE WORKS

実固有値の磁場モードも不安定モードも、全体的には上手く計算できていないの
で、その理由を詳細に議論する必要がある。

– 新しい定式化やnumerical schemeなどを検討する必要あり?

同じような磁場の安定性の議論をpurely poloidal field (非軸対称)の場合
や、mixed poloidal-toroidal fieldの場合についても行うこと。

– 取り扱いはかなり複雑になるが、振動数スペクトルがどのようになる
か、mixed fieldが本当に安定なのかを調べるのは興味深い。

ポリトロープ星ではなくて、もっと現実的な状態方程式を用いた場合にどのように
なるか。crustを考慮したときの安定性。超流動や超伝導の効果。

– crustが磁場星振動にどのような影響を与えるのかを調べることも興味深い。
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