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奇妙な形の銀河 UGC7576 
Wakamatsu & Arp 
ApJ, 273,  167, 1983  

Polar Ring Galaxies 
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Wakamatsu 
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高密度の stellar disk にガスが直交して 
降り注ぐと、shockを起こし、ガスは崩壊する



Accretion onto S0 galaxies  

•  S0 galaxy の stellar disk に直交する形でgasが
accrete する。 

•  Stellar disk の potential が十分深ければ、 
　　accrete したガスは、このstellar diskで大きく加
速・減速され、shock wave を発生し、 

•  角運動量を失い、中心へと次第に落下し、結果
的に polar ring （穴あき）が出来る。 

•  Disk の外縁では、potential が浅く、shock は発
生せず、gas ringとして安定に存在し続ける。



色々な方向から見た場合の 
Polar ring galaxiesの見え方



Hoag type galaxies: 
Elliptical galaxy に形成されたaccretion ring 

Schweizer et al.,  ApJ, 320,  454, 1987  



Accretion onto Spiral galaxies  

•  Spiral galaxy の disk 上の gas と直接衝突する
ため、 Stellar disk の potential の深さに無関係
に shock が発生し、 

•  mass の小さい方の系は mass の大きい系に合
体されて、polar ring になることなしに、spiral disk
が巨大化する

２つのガス円盤が共存することはありえず、 

質量の小さい円盤は必ず破壊される。



Accretion disk 崩壊の 
メカニズム



 AD = 30 AU   

1. Polar Accretion Disk 

G2 gas 雲が落下するとき、 
既存のaccretion disk の外側に 

ほぼ直交して、polar ringが形成される

このガスリングが次第に収縮する過程で、 
内側のADに次々と衝突して、 
ＡＤ を破壊してしまう。



２．なだれ（Avalanche） による崩壊

•  Ｇ２ gas雲がADの外縁で円盤面に垂直に 
　　3000km/sの速度で衝突  
•  円盤がゆがみ、小さなshock 等が発生し、 
•  この gasが内側へ落ち込み、そこで再びADと
衝突し、そしてまた、ＡＤを破壊する。 

•  この連鎖が内側へと進行し（なだれ現象） 
•  AD が完全に自己崩壊する　 
•  なおもＧ２からのin fall が続けば、新しい 
　　ＡＤが形成される 



Accretion Disk 崩壊の  
key point 

•  既存の accretion disk のmass に比べ、かなりの
量のガスが降り注いでくるか否か。 

•  既存のaccretion disk にG2 ガス雲がどれ程接近
するか？ 

•  降り注ぐガスの軌道（角運動量）が、既存のdiskに
対して、同一平面か、直交する平面か（直交の確
率が一番大きい　＝＞相対速度大） 

•  現存のADの回転方向の反対方向により多く衝突
すれば、角運動用 loss の効率が良い。 

•  Accrete した gas が既存の disk と数千km/sの速
度で衝突したとき、どのような激しいことが生じる
か？



ＡＤ崩壊の概要

•  発生するエネルギーは？ 
•  Time scaleは？　　　＝＞数時間～数日 
•  前兆（どんな）に続き ＝＞地震予知より難い？ 
•  大崩壊、大フレアー 
•  新しいADの形成へ



ＡＤ崩壊過程での出来事

•  BHへ落下する過程で、より内部にmini-AD
が形成 

•  Jet が突如発生する 
•  Seyfert 現象（line broadening, high 

ionization ion のline）が発生する 
•  BH shadow の見え方に悪影響は？ 
•  ？？？

前兆（どんな）に続き ＝＞　地震予知より難い？



崩壊過程での電波観測のKey Point 

•  始まる前兆は？　　＝＞　daily monitoring 
崩壊過程で　 
•  電波源のsize 変化　 
•  Hot spot の位置変化 
•  Jet 発生の兆候

基線長の拡大　＝＞ VERA 
Imaging 観測　＝＞大学連携



Urgent ! 

Numerical Simulation of  
Collapse of an Accretion disk  



Recomenation for Optimal 
Response to G2 Encounter with 

SgrA* 
By 

Bower, Gillessen, Narayan, Reid, Yusef-Zadeh, et al. 

June 29, 2012 

Lo 台長の要請を受けて、NRAOで臨時の委員会が発足し、 
この勧告書を作成した。

https://wiki.mpe.mpg.de/gascloud/Links 



今後の予測 
•  Ｇ２のPeri-center通過時に、bow shock が発生するであろう。 
•  この時起こる Polarization change を測れば、早期にmass     
        accretion rate を予測できよう。 
•  電波 flux の増加は数年続き、電波 emitting region size の 
        時間変化が十分測定可能である。  
•  その他、予期し得ない other effects & outcomesが起こり得る
だろう。

これ等のことより、以下の勧告をする。 
１． 広い波長域に亘る regular & frequent flux monitoring 
2.    Peri-center 通過以前に、flux の firm baselineを得る 
     ように、事前観測を充実し、 
３． Peri-center 通過時、及びその後も観測を継続すること。

$1. Introduction 



•  ＶＬＡ での flux monitoring (1-50 GHz帯) を来年１月から、週１回
の頻度で、最低１年間行う。観測時間は数分ですむ。 

•  同様の期間、ＡＬＭＡでも band 3, 6, 7で行う。 
•  これらのデータは自動解析され、結果は community に速やかに 
          open にする。 
•  ALMA での Polari 測定は、Peri-center 通過前から始める。 
•  Monitor 結果の分析や follow-up 観測の検討を行うため、委員会  
         （メンバーはNRAO staff とcommunity 代表）を設置する。 
•  どの波長であれ、静穏時に比べ「３倍の flux 増があった時」を 
         ”Trigger” と宣言し、”new observing mode” に入る。 
•  その折には、more intensive flux monitoing,  astrometric VLBA   
          imaging を敢行する。 
•  Follow-up のための good ideas をどんどん出して欲しい。

 Recommendation 



Urgent ! 

Alert時の 
観測 Strategy の検討


