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銀河中心に接近するガス雲G2

• Gillessen et al. (2012) で銀河中心に接近するガス雲(?)G2が報告された。

• G2の質量は3 M_earthで半径は ~100AUと見積もられた. Sinfoniによる Br-γ line 
の観測から超大質量ブラックホール(SMBH)から2400シュバルツシルト半径に
に位置する近点を2014.25に通過すると見積もられた(Gillessen et el. 2013)。

• G2は降着流の降着率を上昇させ、その結果フレアが観測される可能性があり、
多くの関心を集めてきた。(しかし、まだ明るくなっていない。)

Observation of L’ band (Gillessen et al. 2013)
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潮汐破壊を受けるガス雲 (Pfuhl et al. 2015)

pv diagramから銀河中心BHにより潮汐力を受けるガス雲の存在が確認。

ガス雲の中心に星が存在するかどうかは未決着

• Pfuhl et al. 2015ではG2はgas streamの一部がclump状になったものであ
ると結論(中心星なし)

• Witzel et al. 2014では中心星の存在を主張

本研究ではガス雲(中心星なし)を仮定
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これまでのガス雲G2の主な数値シミュレーション

HD/MHD dimension wi accretion flow 
and outflow?

with radiative 
cooling?

Burkert et al. 
(2012) HD 2 No No

Anninos et al. 
(2012) HD 3 No No

Saitoh et al. 
(2013) HD(SPH) 3 No Yes

Sadowski et al. 
(2013) MHD 3 Yes No

Abarca et al. 
(2014) HD 3 (partly) Yes No

MHD降着流・噴出流と輻射冷却を同時に扱ったG2の数値計算はまだない。

本研究で初めてアプローチする。
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シミュレーション・セットアップ 
(1) Sgr A*への高温降着流

•  円筒座標系
•　メッシュ数：

•   初期条件：

- 平衡状態のトーラスを設置。トーラス
は非回転の静水圧平衡状態の高温コロナ
に設置。
- トーラス内にトロイダル磁場を設置。
(コロナは初期には磁化していない)

G2はMRIが十分成長し、降着流が形成されてから設置。
(具体的にはトーラスの圧力最大位置 (トーラス中心)で30回転した
後に設置.)

•  CAN+コード(HLLD+MP5)を用いる

(N$, N', Nz) = (256, 128, 320)
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シミュレーション・セットアップ 
(2) G2

• G2を初期にSMBHから 24,000Rs離れた位置に設置.

•    G2の質量： 3M_earth.

•　G2の密度はガウス分布に従うよう
に空間分布させた ( FWHM=3x10^15 
cm)。
•   速度は G2内部で一定と仮定。
•　圧力と磁場はバックグラウンドのプ
ラズマと同じ値を設定。
•   G2軌道面と円盤赤道面の成す軌道
傾斜角i=0.30,60度とパラメターにした
(例：i=0はG2の軌道は円盤赤道面上)。
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ガス雲のみのシミュレーション(質量密度分布)

初期分布

時間発展

時間発展

with 輻射冷却

without 輻射冷却

ガス雲は輻射冷却の効果でコンパクトになる。
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ガス雲のみのシミュレーション (ガス温度分布)

初期分布

時間発展

時間発展

with 輻射冷却

without 輻射冷却
• 輻射冷却を考慮しない場合に比べて、全体的にガス
雲はやや低温になる。

• 近点付近には衝撃波が形成される。衝撃波により角
運動量を失ったガスの一部は中心BHへと降着す
る。輻射冷却を入れない場合10^8K程度になるが、
輻射冷却を考慮すると10^{6-7}Kまで下がる。
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降着率の時間発展(円盤なし)

• 輻射冷却の効果によるガス雲収縮 →断面積減少して ラム圧減少 

→ 角運動量の輸送率低下により降着率の上昇は冷却なしの場合
より抑えられる。(Saitoh et al. 2013 と同様のことが起こった。)

輻射冷却 ON

輻射冷却 OFF
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G2 + accretion flow with radiative cooling
(The unit of the length is 3000Rs.)
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G2 + accretion flow with radiative cooling

• A part of the gas cloud accrete onto the BH.
• The shock is formed during the pericenter passage of the cloud.
• The magnetic field is amplified ~5 yrs after the pericenter passage. 

the region of the 
lower pannels

(The unit of the length is 3000Rs.)
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The time evolution of 
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w/o radiative 
cooling

with radiative 
cooling

Ṁ



The simulation movie of the model with i=60



r=450rsでの質量降着率の変化のinclination依存性

• 質量降着率は近点通過時に3-4倍程度増加。ガス雲の質量が小さいモデルでシミュレートすれ
ば、元の降着流のX線放射で埋もれて増光は観測されない？

• i=60°のとき降着率がガス雲の近点通過時に増加したあと、約10年後に再び増加。← 磁場が遅
れて増幅したため。

• 質量降着率の増加は、ガス雲の一部が落ちるもの(t=0付近)とα粘性の増加(t=5-10年)の二種類。
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αパラメターの時間発展のinclination依存性

• αは角運動量輸送のために古典的円盤モデルで導入された粘性パラメター。

•現在では粘性の正体は磁気回転不安定性により発生した磁気乱流のマクスウェル応力と考
えられている(Balbus & Hawley 1991)。

• i=60°のときはαの増幅が遅れて起きる。inclinationの違いがなぜ磁場増幅の違いに現れる
か、今後詳しい解析が必要。

↵

↵ ⌘< BrB' > / < Pg >
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磁気エネルギーの時間発展(i=0°,60°)

• 磁場増幅はi=0のとき、ガス雲の近点通過時から約5年かけて約4倍まで増幅。i=60°のとき、近
点通過から約5年後に増幅を開始し、10年後まで増幅し続ける。

• これらの磁場増幅は4倍程度であるが、増幅の時間スケールはフレアの起こる時間スケールより
もずっと長いため、電波観測により通常のフレアと区別できる可能性がある。

i=0° i=60°
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G2質量 1M_earthの場合(preliminary)

i=0°
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3M_earth

1M_earth

10^{-11} Ledd

Yuan et al. (2003)

10^{-12} Ledd

• 制動放射のX線光度はガス雲の質量が1M_earthの場合、従来存
在するRIAFの光で埋もれてしまう。→現在も明るく光っていな
い理由を説明できるかもしれない。



G2質量 1M_earthの場合の磁場増幅(preliminary)
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• 倍程度は磁気エネルギーは増加。しかし電波増光を観測するに
は弱すぎる？観測からG2のガス質量やinclination に制限を与え
られるかもしれない。



• 高温降着流とG2の相互作用の3次元MHDシミュレーションを実施
した。(冷却入りは世界初)

• 質量降着率は3-4倍程度増加。ただしX線放射の増光は元からの降
着流自身のX線放射に埋もれてしまう可能性がある。

• 磁場は増幅は5年程度かけて指数関数的に増幅。ピーク時には通常
時の4倍程度まで増幅。電波でも5年程度かけて緩やかに増光して
いくはずなので、通常のフレアと区別できるかもしれない。

• ガス雲の質量が小さければ、X線増光が見られない理由が説明でき
そう。電波では増光が観測できるか、今後詳しく調べていく。

まとめ
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