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落下ガス塊とブラックホール降着円盤 
衝突の3次元磁気流体シミュレーション 

松元亮治 (千葉大理) 



降着円盤モデル 

回転物質が降着するためには角運動量を失う必要あり 

標準降着円盤モデルの仮定  Trφ＝αP 

•  観測と理論の比較から推定される値　α = 0.01～0.1 

•  流体円盤では 　α = O(0.001)     too small ! 

　中心天体



差動回転円盤で成長する 
磁気回転不安定性（ＭＲＩ） 

Angular 
momentum 

Balbus and Hawley (1991), Velikhov (1959) 



大局的３次元磁気流体シミュレーション 

 β = Pgas/Pmag=100 
Initial Condition 

After 10 Rotation Period 
200*64*240 grid points 
Matsumoto 1999 
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磁気エネルギーの時間変化 

時刻 

磁気エネル
ギーの　　
対数

磁場強

磁場弱

　β=pgas/pｍａｇ～10



ブラックホール降着円盤の大局的 
３次元磁気流体シミュレーション

Initial state  t=26350 Machida et al. 2003

輻射冷却を無視して行ったシミュレーション結果。 
Sgr A*に対応。



Rapid Time Variability

T=30590 

T=30610 

T=30630 

Current density (color)

time 

Joule heating

Magnetic energy

Accretion rate

Current density

Machida and Matsumoto (2003) 
X-ray time variability of Cyg X-1 
(Negoro 1995)



降着円盤からのアウトフロー生成 

vz=0.05c　の面 磁力線と方位角方向磁場 

Machida et al. 2008



ブラックホールはこう見える 

電波天体

Inclination    5 45 75 

J. Fukue 1988 



降着円盤シミュレータの改訂 

シミュレーショ
ンエンジン 

プラットフォーム : CANS 

基本課題　　　
ライブラリ 

シミュレーショ
ン結果解析 

輻射磁気流体 ウェブページ 可視化 

超並列計算機　
向き最適化 

リーマンソルバ
の改訂 

相対論的　　磁
気流体 

降着円盤への適用 

光学的に 　
薄 い円盤の  
時間発展 

ハード・ソフト　
状態遷移 

光学的に厚い
円盤の進化 

相対論的　　
ジェットの形成 



円盤ダイナモシミュレーション
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初期条件 方位角方向64メッシュ計算のβ=Pgas/Pmag　分布 
左：空間２次精度、右：空間５次精度(MP5)

32mesh

64mesh

128mesh

磁気エネルギー変化の解像度依存性
方位角磁場分布：　黄色＋、青‐ 
１０回転時間程度毎に磁場方向が反転

HLLD
+MP5



Butterfly Diagram

Butterfly Diagram of Sunspots (NASA) 

Optical image of sunspots 

height

time

Shi et al. (2010)  local simulation

Machida et al. (2013) Global 
simulation



潮汐破壊事象は自然が行ってくれ
る降着率変化実験

13 NASA/GSFC



Swift J1644+57の光度変化とモデル

増光開始からの時間

光度

恒星の 
潮汐破壊（Rees 
1988）

Lx ∝ t-5/3

BH
106～107 Msun

銀河中心ブラックホールへの超臨
界降着？Saxton et al. 2012, MNRAS 422, 1625



ブラックホール降着円盤の進化モデル 

Abramowicz et al. 1995 

ADAF/
RIAF  

Slim 

標準円盤 

光学的
に厚い 

光学的に
薄い 

移流 

輻射 

高温円盤 

低温円盤 冷却

Swift J1644+57

Sgr A*

IGR J12580+0134



降着率増加に伴うブラックホール候補天体の状態遷移

Nakahira et al. 2010 MAXI Science News #17

1/21

ＭＡＸＩで観測されたブラックホール新星XTE J1752-223の進化



ブラックホール候補天体の状態遷移

ソフトステート ハードステート

状態
遷移

銀河系内ブラックホール候補天体の
進化経路。破線はMAXIによるXTEの
観測結果（Nakahira et al. 2010) 

上段はMAXIで観測された銀河系内ブラック
ホール候補XTE…の状態遷移。 
下段はCyg X-1の輻射スペクトル



活動銀河中心の進化経路

log L/LEDD

電波強度

Low 
Luminosity 
AGN

Seyferts

活動銀河進化のスナップショット

（Ho, L.C. 2008）

電波強度

光
度

Low 
luminosity  
AGN

Seyferts



Hard-to-Soft遷移のシミュレーション
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（256,64,256）メッシュ計算で
準定常降着流が形成された後、
輻射冷却項を加える

冷却不安定性の成長による
低温高密度領域の形成



方位角磁場

加熱磁束消失

ブラックホール近傍での磁気エネルギ
ー解放と明るいハードステート円盤の形成

温度

接触前

接触後

ブラックホール近傍の高温円盤(RIAF)で発生する円盤ダイナモの
磁場とその外側の低温円盤を支える方位角磁場がリコネクトする



降着率増大に伴う降着円盤の進化

銀河系内ブラックホール候補天体の進化経路。
破線と上図はMAXIによるXTE　J1752-223の
観測結果（Nakahira et al. 2010) 



ガス雲落下によって降着率は 
どの程度増えるか？

•  落下ガスによって円盤内の乱流磁場が変
形し、鉛直成分が増大するため、MRIの成
長が激しくなり、降着率が密度増加から予
想される以上に増えるのではないか？ 

•  準定常状態にあるＲＩＡＦにガス雲を落下させ
る3次元磁気流体シミュレーションを実施

22 



ガス雲落下シミュレーション結果

23 

トーラス中心の6倍程度の位置から
半径0.25、密度30倍の球状のガス
雲を自由落下させた。

R=0.5

降着率

R=1

降着率時間変化（対数スケール）



降着円盤へのガス雲衝突に先行する 
衝撃波粒子加速（Sadowski et al. 2013) 

24 Sadowski,  Narayan, Sironi, Ozel  (2013b) arXiv 1303.3893 
Sadowski et al. (2013a) arXiv1301.3906 MNRAS in press

density temperature
Magnetic  
pressure

Disk plane

Cloud orbit

Bow shock



まとめ

•  Sgr A*は加熱と動径方向の移流がつりあい
、輻射冷却が無視できるＲＩＡＦ状態にある。 

•  ガス雲落下によって降着率が増大して輻
射冷却が卓越し、冷却不安定性が成長す
るためには降着率が数桁増える必要がある。 

•  3次元ＭＨＤシミュレーション結果によると、
　降着率は1桁～２桁、Ｘ線強度は２桁～４
桁程度は増えそうである。 

•  シミュレーション結果をポストプロセスして
電波強度変化も求めたい。 25 
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