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X-ray 
hot spot ！ 

放物線は　　
行路差一定線

放射源は
SgrA* 

BH近傍現象：　　
フレアー？

小山勝二（駒場研究会2011）
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S2 near SgrA*

周期１６年

距離17光時
120AU

質量集中！
Black Hole !?

GR効果も？

From Wikipedia, the free encyclopedia
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SgrA*: Time variavirity

miyoshi observations
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ブラックホール探査
周りのガスが輝いて、「ブラックホール影」  が見えるはず！

自転している場合

形が歪む

こちらに向かう側が
明るくなる

黒い輪郭

降着ガス：内側ほど明るい

Event Horizon
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BHシャドー観測の実際
　

実際の降着流はどうなっている？
　　　　　　　　（現状：単純すぎるモデル？）

曇っているかも？（手前にガスがあるかも？) 

電波望遠鏡の問題（VLBIアンテナ配置に依る）

検討事項
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そこで、降着ガスの光り方から何か言えないか？

BH時空の情報を引き出せるか？

→　「理論」としてはこのテの議論が必要！

ポイントは、Event Horizon での境界条件
を踏まえた議論であること！
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ビジビリティ観測
から何がわかる？

朝木(2011) @大同大
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  得られたデータからどこまでわかる見込み？

  構造を理解するための精度は大丈夫？

「BH Shadow」 と言い切るための精度とは？
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降着円盤モデルいろいろ

Slim : super-critical accretion rate /                    
optically-thick advection-dominated state

Standard : medium amount of the accretion rate / 
geometrically thin and optically thick disk

黒体輻射が基本、放射をよく出す（低温・高密度）

RIAF : very low accretion rate /             ←　SgrA*                     
optically-thin advection dominated state

放射が非効率的な降着流（高温・低密度）、幅広い波長帯の放射
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SgrA* spectrum

Narayan et al (1994), Manmoto (2000),,,,

Bremsstrahlung Cooling

Synchrotron Cooling

inv. Compton Cooling

Pion production
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Narayan et al. 1998, ApJ,492,554

ADAF model of Sgr A*

standard disk
GR-HD

post-Newton
self-similar sol.

blackbody

compressive heating effect
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SgrA* AD model 

RIAF model、磁場の効果も重要

3D-MHD,  radiative process,  Newtonian ( 計算領域はさし渡り 4.4光時 )

Kato, Umemura, Ohsuga 2009

4.4光時
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Radiative models of Sgr A* from GRMHD Simulations
Moscibrodzka et al. ApJ, 706, 497(2009)
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a = 0.94
Ti/Te = 3
i = 85◦

a = 0.50
Ti/Te = 10
i = 45◦

best-bet

テキスト

Moscibrodzka et al. ApJ, 706, 497(2009)
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Bright spot !  orbting a rotating Black Hole

https://www.cfa.harvard.edu:~/loeb/im.pdf

BH shadow images (theoretical)

下段は星間電子による散乱の効果を含む

2012年2月25日土曜日

https://www.cfa.harvard.edu
https://www.cfa.harvard.edu


Bright spot !  orbting a rotating Black Hole

https://www.cfa.harvard.edu:~/loeb/im.pdf

BH shadow images (theoretical)

下段は星間電子による散乱の効果を含む

 いまやこの手の研究は多数ある　　
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Bright spot !  orbting a rotating Black Hole

https://www.cfa.harvard.edu:~/loeb/im.pdf

BH shadow images (theoretical)

下段は星間電子による散乱の効果を含む

 いまやこの手の研究は多数ある　　

どんなサイエンスを目指すべきか？　
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infalling  gas  cloud 
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Hot Spot : time variavirity

Fukue(2003), Karas(1992) :

Hot Spot on the disk 

orbital motion around a Black Hole

or  spiral motion  ?
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Hot Spot on the disk surface   
Light Curves

orbital motion

Karas et al (1992)
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Hot spot generation ?

Ultra-high energy           
radiation powerd by 
rotating BH

MHD Shock
 in accretion flow

BH Aurora

磁気圏の摂動  →  BH pole で発光？

Takahashi & Takahashi (2010)
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太陽系の果て！？

• ヘリオポーズ：
太陽風が星間物質や
銀河磁場と衝突する
境界領域

 ボイジャー２号
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磁力線の遠隔操作？
木星／土星の場合

イオの噴火ガスが木星と相互作用

オーロラ

木星のオーロラ

土星のオーロラ
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Black Hole - Corona
降着円盤の上下のコロナ：高温プラズマ

magnetic reconection   
       + MHD shock 
wave heating 

Hot Corona 中を 

        cold cloud が運動
　→  Bow Shock (観測可）　 例）オリオン大星雲のガス

Bow  Shock
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ブラックホール外縁領域

降着円盤はどこまで広がっているか？

恒星／ガス雲が近づくと、フレアー？

彗星のように振る舞うことは？

ジェットは出てる？
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end 
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