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ブラックホール回転エネルギーの抽出	

ブラックホール	  (BH)	  =	  高エネルギー現象（AGN,	  GRB,	  etc.）の中心機構	  
1.  降着物質の重力エネルギーの解放 (NR	  or	  GR)	  
2.  回転 ブラックホールからの回転エネルギーの抽出 (GR)	  
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回転BH	

• 粒子の作用によるもの	  

• 電磁場の作用によるもの	  
=	  Blandford-‐Znajek	  (BZ)	  過程	  
	  
	  ・真空のBH磁気圏を仮定	  
	  ・PoynDngフラックスがエネルギーを輸送	  
	  

(Blandford	  &	  Znajek	  1977)	

	  	  	  Penrose過程　(Penrose	  1969)	  
・エルゴ領域に物質粒子や電磁場が落ち込むと	  
　負のエネルギーを持つことがある	  
・負のエネルギーが地平面に落ちると、外界はブラック	  
	  	  	  ホールから正のエネルギーを得た状態になる	  



理論から：BZ過程での物質の扱い	

•  Force-‐free近似（物質の慣性を考慮しない）	  
–  真空の近似解 BZ	  ‘77	  
–  BZ過程により抽出される電磁場エネルギー Thorne,	  Price	  &	  Macdonald	  ‘86	  

	  
a:	  スピンパラメータ、B:	  磁場強度	  
M:	  ブラックホール質量、ωH　:	  ブラックホール回転角速度	
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l  BH周辺物質を考慮する場合(要数値計算)	  
	  ⇒一般相対論的MHD	  (GRMHD)計算	  

l  過去に、GRMHDを使った回転BHと円盤系の計算で、電磁的に駆動され
たジェットを形成	  
—　パワー源が実際にBZ過程であると確認　(McKinney	  &	  Gammie	  2004,	  
Komissarov	  2005,	  etc.)	  
	  



観測から：BHスピンと相対論的ジェット	
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Observational Evidence for a Correlation Between Jet Power and Black Hole Spin 3

at different radio frequencies ! for four of the five transient BHBs
in our sample. The radio light curves of these four systems were
monitored with good time resolution, allowing us to obtain rea-
sonably accurate estimates of the peak fluxes. The top left panel
shows data for two separate outbursts of GRS 1915+105 (the solid
and open circles correspond respectively to the outbursts studied
by Rodriguez et al. 1995 and Fender et al. 1999). The two lines are
fits to the respective data and have a slope of 0.59; writing the spec-
trum as S! ! !", the fit corresponds to " = "0.41. The top right
panel combines the observations of Hjellming & Rupen (1995) and
Hannikainen et al. (2000) during an outburst of GRO J1655–40.
The best-fit line corresponds to " = "0.66.2 The lower two
panels show data for XTE J1550–564 (Hannikainen et al. 2009,
" = "0.18) and A0620–00 (Kuulkers et al. 1999). For the latter
source, we do not have enough data points to determine the slope;
the line in the plot corresponds to " = "0.4, the average spectral
index of the other three BHBs. In order to enable a fair comparison
of the different objects, we use the fitted lines in the four panels to
estimate the peak fluxes (S!)max at a standard frequency of 5 GHz.
These 5-GHz peak flux values are listed in Table 1.

While each of the above four objects was densely observed
in radio during one or more transient outbursts, 4U 1543–47 was
unfortunately not monitored well at radio frequencies during any
of its several outbursts. The only radio data we know of when the
source was bright are those for the 2002 outburst summarized in
Park et al. (2004). The strongest radio flux was 0.022 Jy at 1.02675
GHz. Assuming " = "0.4, this gives a flux of 0.0116 Jy at 5 GHz
(or only 0.00043 Jy if one corrects for beaming with #jet = 2). We
list this result separately in Table 1 and plot it as a lower limit in
Figs 2 and 3 because of the sparse radio coverage. In addition, there
was an anomaly in the 2002 X-ray outburst of this source.

The anomalous behaviour of 4U 1543–47 is apparent by an
inspection of figs 4–9 in Remillard & McClintock (2006), which
summarize in detail the behaviour of six BH transients scrutinized
by RXTE. In panel b of these figures, which displays light curves
of the PCA model flux coded by X-ray state, one sees that only
4U 1543–47 failed to enter the SPL state (green triangles) near the
peak of its outburst, i.e. at the time of the radio coverage reported
by Park et al. Rather, it remained locked in the thermal state (red
crosses) after its rise out of the hard state. This behaviour contrasts
sharply with the behaviour of the other five transients which dis-
played the strongly-Comptonized SPL state during both the late
phase of their rise to maximum and during their early decay phase.
Thus, because of (1) the sparse radio coverage of 4U 1543–47, and
(2) the failure of the source to transition out of the jet-quenched
thermal state (Gallo et al. 2003) to the SPL state (which is closely
associated with the launching of ballistic jets), we treat the maxi-
mum observed flux of 0.022 Jy as a lower limit. Finally, in sharp
contrast to our finding, we note that figs 5 and 6 in Fender et al.
(2004) indicate a very high jet power for 4U 1543–47. We are un-
sure how they arrived at their result, but suspect it was based on
infrared data and their equipartition model (see Section 4). If so, an
extension of the present work to infrared data might be worthwhile.

To measure jet power, we scale the 5-GHz peak flux of each
BHB by the square of the distance to the source D. We also divide
by the BH mass M since we expect the power to be proportional
to M (this scaling is not important since the range of masses is

2 In the case of GRO J1655–40, the 22-GHz observations did not cover the
peak of the light curve. Hence this point is shown as a lower limit. Similarly,
in A0620–00, the peak was not observed at 0.962 and 1.14 GHz.

Figure 2. Plot of the jet power Pjet as estimated from the maximum radio
flux of ballistic jets (equation 1) vs the measured spin parameter of the BH
a! for the transient BHBs in our sample. Solid circles correspond to the first
four objects listed in Table 1, which have high quality radio data, and the
open circle corresponds to 4U 1543–47, which has only a lower limit on the
jet power. The dashed line corresponds to Pjet ! a2! , the theoretical scaling
derived by Blandford & Znajek (1977). The data suggest that ballistic jets
derive their power from the spin of the central BH.

only a factor # 2). We thus obtain from the radio observations the
following quantity, which we treat as a proxy for the jet power:

Pjet $ D2(!S!)max,5GHz/M. (1)

It is hard to assess the uncertainty in the estimated values of Pjet.
There is some uncertainty in the values of D andM , but these are
not large. Potentially more serious, the radio flux may not track
jet power accurately. For instance, the properties of the ISM in the
vicinity of the BHB may play a role and are likely to vary from
one object to another. Also, the energy released in these roughly
Eddington-limited events will vary (e.g. see GRS 1915+105 in
Fig. 1). Below, we arbitrarily assume that the uncertainty in Pjet

is 0.3 in the log, i.e. a factor of 2 each way.

3 JET POWER VS BH SPIN

Fig. 2 shows jet power Pjet plotted against BH spin parameter a!

for the five transient BHBs in our sample. The data are taken from
Table 1. The dashed line has a slope of 2, motivated by the theoreti-
cal scaling, Pjet ! a2

!, derived by Blandford & Znajek (1977). The
data points agree remarkably well with this theoretical prediction.

Blandford & Znajek (1977) assumed a slowly spinning BH:
a! % 1. Tchekhovskoy et al. (2010) obtained a more accurate
theoretical scaling which works up to spins fairly close to unity:
Pjet ! !2

H , where !H is the angular frequency of the BH hori-
zon, !H = a!(c

3/2GM)/(1 +
!

1" a2
!). Fig. 3 shows a plot of

Pjet vs !H , with the dashed line corresponding to a slope of 2. The
agreement is again very good.

ジェットパワーとスピンパラメータ	  a	  
に正の相関	  
=>ジェットのパワー源はブラック	  
　ホールの回転エネルギーでは	  
　ないか？	  

•  低質量BH連星の観測： Narayan	  &	  McClintock	  ’12,	  etc.	  
–  電波観測で相対論的ジェットパワーを推定	  
–  連続X線観測のスペクトルを円盤放射モデルでフィッティングし、 

スピンを推定	  
–  ジェットパワーとスピンの関係を見た	  

理論・観測ともに、BZ過程は
相対論的ジェットの中心機構
として関心が集まる	  

ー
	

log	  a	



研究の動機	
•  BHの周辺に磁場と降着円盤が共存すれば	  

–  BH回転エネルギーがジェットだけでなく円盤にも供給？ (Hawley	  &	  Krolik	  ‘06)	  
–  円盤のエネルギー分布、さらに円盤放射にも影響する可能性	  
–  そのようなBZ過程の起こる規模や、観測での見え方は未知	  

•  GRMHD計算でBZ過程の降着円盤への影響を調べたい	  
–  疑問：円盤への供給は観測で分かる？	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  　　＝>質量降着によるエネルギー解放の何割ほどになるか？	  
–　疑問：与える磁場の形状や強度によって、抽出エネルギーの供給先やBZ過程
の効率は変わるか？　(Beckwith+	  ‘08)	  
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計算の概要	
使用コード：　YAMATOコード　(Nagataki	  2009)	  
初期円盤として、Fishbone	  &	  Moncrief	  (1976)の平衡トーラス解	  
スピンパラメータ　a=0.9、円盤質量は10-‐5MBH	  
計算メッシュ：(半径r方向	  ×	  天頂角θ方向)	  =	  512	  *	  512の2.5D計算	  
2種類の初期磁場	



初期磁場モデル	
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Model	  A:	  	  
ポロイダル方向のループ形状
磁場	  
・過去の研究で多用	  
・BZ過程が確認されている	  

Model	  B:	  	  
地平面と円盤内縁を結合する構造を持つ
磁場	  
・真空、定常軸対称なSchwarzschild時空で
のMaxwell方程式の近似解	  	  

	   	   	  (冨松,	  高橋	  2001)	  
・形状から、BHから円盤への効率的なエネ
ルギー供給を期待	  

初期円盤内に含まれる磁場	  
エネルギーを等しくする	  

円盤外形	

中心BHからの半径r	中心BHからの半径r	

実線：磁力線	
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初期密度マップ（色コントア）と磁力線（白線）	  

Model	  B	Model	  A	
100	  rg	

10	  rg	

100	  rg	

10	  rg	



結果：降着状態の違い	

Model	  A,	  Bとも	  
・降着が大きい初期	  
　burst状態	  
・降着が落ち着いた	  
準定常状態	  
2つの降着状態がある。	  
	  
異なるモデルの同様
の状態間でBZ過程の
起こり方に差異はある
か？	  

、また	  
同一モデル内で状態
間差異はあるか？	  
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質量降着率時間進化	  Model	  A	

質量降着率時間進化	  Model	  B	

以下、主にModel	  Bの結果と議論を紹介（時間の都合上）	  
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地平面でのPoyn7ngフラックス（＝BZフラックス,	  FBZ）の天頂角θ分布	  

進化初期のフラックスは過去の計算で
は注目されず　（定常jet再現のため）	  
今回、初期burst状態では極領域よりも	  
赤道（円盤）方向に大きな抽出を確認	  

状態ごとの電磁的エネルギー抽出	

極	極	   極	極	  

Model	  B,	  準定常状態	Model	  B,	  burst状態	

定常状態で赤道方向にピーク	  
過去に類似の計算無し	  
円盤への効率的供給の可能性	  

赤道にピーク、幅広い	 赤道にピーク	

状態間でBZフラックスの振る舞いに違い	  
この差はどこから？	  

burst状態が20倍程度大きい	



磁場とBZ過程	

•  模式的には、磁力線とブラックホール時空の回転速度の大
小関係によりエネルギーの流れの向きが決まる	  
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•  BZフラックスはforce-‐free,	  定常,	  軸対称の仮定のもとで　(McKinney&	  
Gammie	  ’04)	  

	  
–  Br：磁場の動径方向成分	  
–  ΩF：磁力線の回転角速度 ωH：BH回転角速	  
–  rH:	  地平面半径	  

•  この近似式を通して物理量Br、ΩFのBZフラックスへの寄与を見る	  



Model	  BのBZフラックス:状態間差異	
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burst状態　(t=2000-‐4000)	   準定常状態(t=15000-‐20000)	
•  Model	  Bの物理量Br、

ΩF、BZフラックスの分
布比較	  

正のフラックス分布幅	  
が一致	  

分布幅が一致	  



寄与1.	  磁場強度Br	  状態間差異	
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準定常状態の(Br)2分布	  
burst状態の(Br)2分布	  

Flux	  ∝ (Br)2×ω(ΩH	  －ω)	

BZフラックスと磁場強度のscale	  order落差が一致	  
地平面での磁場強度がBZフラックスのscale	  orderを決めている	  
Model	  Aの状態間でも同様の示唆	  

burst状態が20倍程度大きい	  
BZフラックスの落差と一致	

赤道付近で	  non-‐zero	  
底部の幅が広い	  

赤道付近で極小に	  

底部の幅が狭い=半径方向に揃っている	  



寄与2.	  磁場の回転角速度	  ΩF　状態間差異	
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Flux	  	  (Br)2×ΩF(ωH	  －ΩF)	
ωH=0.314	  (a=0.9の場合)	

極	

極	  

準定常状態のΩF分布	  

磁力線の回転速度はBZフラックスの分布	  
形状を決めている	  
Model	  Aの状態間でも同様の示唆	  

burst状態のΩF分布	  

極	極	  

幅広い領域で磁力線が速く回転	  
赤道面付近でピークΩF～ωH/2	

極〜中緯度	  
まで極小	  



磁場構造差異の原因	

•  状態間の磁場構造の違いはどこから来ている？	  
•  初期にはMRIのため円盤が乱流状態にあり、磁場も激しく変動	  

–  上下非対称な磁場形状となり、広い方向で磁力線角速度が大きくなる	  
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5	  rg	 100	  rg	Model	  B,	  t=2500	  (burst状態)	   Model	  B,	  t=2500	  (burst状態)	  



•  準定常状態時には磁力線が広く上下対称になり、赤道周辺
では半径方向成分磁場が弱くなる	  

•  物質の落ち込む狭い領域でのみ変動性（=磁場の上下非対
称性）が残る	  

15	

Model	  B,	  t=15500	  (準定常状態)	   Model	  B,	  t=15500	  (準定常状態)	

5	  rg	 100	  rg	



BZ過程のエネルギー効率(BZ効率)	

•  質量降着によるエネルギー解放率Mdotc2に対するBZエネルギー解放率
LBZをBZ過程の効率と考える	  

•  MHD以前	  
–  LBZ	  /Ldisk	  ～最大30%　Rees	  et	  al.	  1982	  
–  　　　　　～数%　Ghosh	  &	  Abramowicz	  1997	  

•  GRMHD以後	  
–  LBZ	  /Ldisk	  ～15%　McKinney	  ’05	  

•  BZ過程によるジェット駆動	  

–  LBZ	  /Ldisk	  ～最大	  145%　Tchekhovskoy,	  Narayan	  &	  McKinney	  ’11	  
•  与える磁場のエネルギーを大きくすればBZ効果も劇的に上がる　	  

16	

BZ過程による放射光度　	  質量降着由来の放射光度　	  

Tμν,	  EM:	  電磁場のストレスエネルギーテンソル	

初期条件により大きく変わる可能性	



円盤放射を想定したBZ効率	
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Model	  BはModel	  AよりもBZ効率がずっと大きく、	  
BZ抽出エネルギーは降着エネルギー解放に匹敵する	  

状態ごとにBZ効率を測る	  
　円盤への影響に着目するため	  
BZ効率＝LBZ/LDISK＝	  LBZ/(η	  ×	  Mdot	  )	  
　と定義	  
※	  ηは実際に質量降着でMdotの重力エネルギーが解放される割合	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（~	  0.15	  for	  a	  =	  0.9M）	  

• MG33は地平面上ではB!の寄与が消えるのでBrだけ考えればいい。

10.3.2 2番目
２番目については、McClintock Narayan 2012で、ballistic jetの話をしている。aと
ジェットに相関がある（読もう）。
それに関して、我々は円盤からの放射も考えているんだから、McKたちの定義の

「効率」はふさわしくない！？（意味がないわけではない）McKたちは全部ｊｅｔと
思っているから、Ldisk = Ṁc2で良かったが、円盤の放射はそれとは違うだろう。具
体的には Novikov-Thorne円盤やシャピロートイコルフスキーの本にあった、Kerr
ホールの ISCOでの放射エネルギーの式を使って評価すればいいのでは。それを我々
の「効率」の分母にしよう。!具体的な式としては、加藤さん、福江さん、嶺重先
生の本の 108ページ 3.52式でいいか？これは nonRelaの、標準円盤のフラックスを
表す式。

F =
3GMṀ

8!r3
(1 "

!
rin/r) (28)

この形なら簡単に入れられそうだ。これの使い方は、Fをこれまでのフラックスと
同様に扱うでいいか。rinとは円盤内縁半径のことだが、どう定義するか？円盤の厚
み？密度で閾値？また固定式か可変か？初期円盤の内縁というのは？T=10000くら
いの IDL密度図を見ると、r = 3くらいで円盤がチョロチョロ落下モードと厚い円
盤モードに分かれている感じなので、rin = 3でいいかもしれない。
積分の仕方は？rinのところだけでの一周積分でいいか。本では円盤全体でやって
いるが、一昨日の議論の流れでは内縁だけでいい感じ。実際のシミュレーションで
は c = G = M = 1なので、上の式は

F =
3Ṁ

8!r3
(1 "

!
rin/r) (29)

になる。
以上のように思ったが、嶺重先生からメール。やはり、Shapiro Teukolskyの式を
使いなさいとのこと。361ページからの部分。質量あたりのエネルギー

Ẽ =
r2 " 2Mr ± a

#
Mr

r(r2 " 3Mr ± 2a
#

Mr)1/2
(30)

プラスマイナスの上は共回転軌道で、下は反回転軌道の意味。これの rを、marginally
stable circular orbitにしてやると求めるものが出る。

rms = M{3 + Z2 $ [(3 " Z1)(3 + Z1 + 2Z2)]
1/2} (31)

Z1 = 1 + (1 " a2

M2
)1/3[(1 +

a

M
)1/3 + (1 " a

M
)1/3] (32)

Z2 = (3
a2

M2
+ Z2

1)1/2 (33)

そうすれば、最内縁での軌道エネルギーを決められる。例：a=0なら rms = 6Mにな
り、a=M(=1)なら rms = Mになる（共に共回転軌道）。a=0.9なら rms = 2.4M = 2.4
のようだ。「放出されるエネルギー」を求めるならば、Ebinding = 1 " Ẽの引き算で
出す。共回転で a=M（最大回転）ならば効率 42.3%というあれである。a=0.9なら
約 15%になる。

η	  =	  1	  –	  E	  
E:	  marginally	  stable	  circular	  
　orbitでの重力ポテンシャル	  
	  
	  
	  

Model	  B	  
burst状態	  t=2-‐4	  ×	  103	  

	  BZ効率〜20%	  
準定常状態	  t=15-‐20	  ×	  103	  

	  BZ効率〜170%	  
	  
同様にModel	  A	  （結果のみ）	  
burst状態〜9%、　	  
準定常状態〜6%	  



まとめ	
•  2種の磁場モデルでブラックホール-‐円盤のGRMHD計算をした	  
•  進化初期には、jet（極）方向よりも円盤（赤道）方向にブラックホール

回転エネルギーが抽出される	  
–  定常状態以外の状態も重要	  

•  Model	  Bでは、定常状態でもBZ過程が赤道方向優勢（類例なし）	  
–  初期磁場の違いも重要	  

–  BZ効率も高く、BZ過程が質量降着に匹敵する可能性	
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・さらなるBZ過程の高効率化	  
　—	  初期磁場強度やスピンパラメータ、磁場モデルのmodify	  
・降着円盤放射モデルへの影響	  
　—	  BZエネルギーの円盤吸収を考慮した円盤放射モデルを使う	  
　ことで、観測からのスピン推定の仕方が変わるかもしれない	

今後	



ありがとうございました	
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