
第4回『ブラックホール磁気圏勉強会』研究会
at 大同大学（in 名古屋市）, D棟 3F, D0311

『ブラックホール磁気圏勉強会』では、天体としてのブラックホールについて、一般相対論的な側面、およびプラズマ物

理学・高エネルギー天体物理学の側面から複合的に取り組みます。基礎的な内容から見直すことで、新しい研究テーマ

創設を狙います。その意味で勉強会と銘打ったワークショップです。

——— プログラム ———2月 28日

12:30 - 13:00；挨拶・趣旨説明など（高橋真聡，斉田浩見）

ブラックホール周りの物理現象/天体現象 (A)

13:00 - 14:00；高橋 真聡『アルフェン点と負エネルギー BH降着流』

14:00 - 15:00；原田 知広『回転ブラックホール付近での天体の高速衝突』

— 休憩 20min. —

15:20 - 15:50；木村 匡志『極限 BH近傍の高エネルギー粒子衝突における”バックリアクション”の影響について』

基礎講座 (A)

15:50 - 17:50；柴田 一成『相対論屋にもわかるリコネクション基礎（仮題）』

懇親会 → 次ページを見てください

3月 1日（ 9:00 開始）

一般相対論的プラズマ物理

9:00 - 11:00；町田 真美『磁気降着流の磁場構造とリコネクション』

11:00 - 12:00；

小出 眞路『相対論的抵抗MHDの標準方程式は使えるか？』

森野 了悟『相対論的磁気リコネクションの数値計算』

— お昼 60min. —

13:00 - 13:30；眞榮田 義民『GRMHD計算とブラックホールからのエネルギー引き抜き』

ブラックホール/パルサー磁気圏の構造 (A)

13:30 - 14:30；小嶌 康史『磁気圏の数値解法 Force-Free Field を中心に』

14:30 - 15:30；田原 譲『GEMS衛星によるX線偏光観測計画』

— 休憩 20min. —

15:50 - 16:50；孝森 洋介『定常ブラックホール磁気圏の摂動解析』

16:50 - 17:30；亀野 誠二『次期スペースVLBI計画VSOP-2の現状』

3月 2日（ 8:30 開始）— 前日と開始時間が異なります。

ブラックホール周りの物理現象/天体現象 (B)

8:30 - 9:30；斉田 浩見『因果的に無矛盾な散逸流体の現象論』

基礎講座 (B)

9:30 - 11:30；嶺重 慎『降着円盤理論：基礎から研究最前線まで』

— お昼 60min. —

基礎講座 (C)

12:30 - 14:30；石原 秀樹『一般相対論のツボ』

ブラックホール周りの物理現象/天体現象 (C)

14:30 - 15:30；三好 真『ほらいずん望遠鏡』

— 休憩 20min. —

ブラックホール/パルサー磁気圏の構造 (B)

15:50 - 16:50；柴田 晋平『強磁場中性子星の磁気圏の構造の活動性と粒子加速』

16:50 - 17:00；まとめ（高橋真聡）[
世話人：高橋真聡（愛教大；ボス），斉田浩見（大同大；LOC），小出眞路（熊本大），中尾憲一（大阪市大）
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懇親会

時間：19:00 から — 大同町駅 18:26発の準急に乗るとちょうど良いです。

お店：酒房 海の蔵 — 金山駅から徒歩 10 ∼ 15分程度（下の地図）, http://www.uminokura.jp/

会費：研究会の受付にてお支払い下さい — 有給者：4500円，その他：3500円

内容：鍋コースです。飲み放題ではないですが，ビール，ソフトドリンク，日本酒，焼酎があります。
日本酒と焼酎の豊富なお店です。日本酒（未開封の一升瓶）を開けてもらえるようにお店の大将にお願い
してあります。銘柄は懇親会の現場で皆さんのご意見を聞いて決めましょう。なお，お酒代が予算を超え
た場合は，有志（酒好き!?）によるご寄付をお願いさせて頂きたいと思います。よろしくお願いします。

（下図は 2011.2.15 にお店の HPから DLしたものです。）

↑∣∣∣
「金山総合駅（金山駅）」は，名古屋鉄道，JR，地下鉄が乗り入れている駅です。



Title : アルフェン点と負エネルギー BH降着流
Speaker : 高橋 真聡（愛知教育大学）
Abstract : ブラックホールへの磁気降着流に関し、アルフェン点（流速がアルフェン速度と等しくなる半径）
と磁気降着流の物理量との関連についての基礎的事項について紹介する。プラズマ源から降着しはじめたプラ
ズマ流は、アルフェン点や磁気音速点を通過してから事象の地平面に達するのだが、このうちアルフェン点は
流れの角運動量–エネルギー比や回転角速度に制限を与える。
ブラックホール環境において興味深いこととして、負エネルギーの降着流解（プラズマの静止質量分を加味

しても負になれる）が可能となることがあげられる。このことが可能となるのは、アルフェン点がエルゴ領域
に位置する場合においてのみであり、時空の引きずり効果ゆえの仕組みである。これは広く知られるブランド
フォード＝ツナジェック過程 (force-free limit)を磁気流体 (MHD)流に拡張したものに相当する。
昨年度の勉強会では「一般相対論的磁気流体の基礎方程式に」ついて紹介したが、今回はその第二段として、

このブラックホール磁気降着流の性質について扱うこととする。



Title : 回転ブラックホール付近での天体の高速衝突
Speaker : 原田 知広（立教大学）
Abstract : 無限遠で静止している粒子１を最大回転しているブラックホールに落下させて、ブラックホールの
地平線付近で他の粒子２と衝突することを考えると、粒子１の角運動量を微調整すればいくらでも大きな重心
系エネルギーが達成されるとする提案がなされた。本講演では、この提案を大幅に一般化してその物理的な本
質を理解するとともに、その宇宙物理学的な意義について考察する。一般相対論に関する初歩的な知識だけで
理解できるよう努める予定である。



Title : 極限 BH近傍の高エネルギー粒子衝突における ”バックリアクション” の影響について
Speaker : 木村 匡志（大阪市立大学）
Abstract : 2009 年に Banados, Silk, West (BSW)によって，最大回転Kerrブラックホールの事象の地平面の
ごく近傍においては，ブラックホールがあたかも粒子加速器のように振舞うことで，任意に大きなエネルギー
スケールの粒子衝突が原理的には起きうることが指摘された Ref[1]．この加速機構を BSW機構と呼ぶ．

Ref[1] においてBanadosらが実際に行なったことは，Kerr ブラックホール周りにおいて 2体の自由粒子を
考えそれらの 4元運動量 pµ(1)及び pµ(2)を計算し，Kerr ブラックホール 時空の任意の場所において 2粒子の衝
突の重心系エネルギー（center of mass energy）E2

cm := −(p(1)µ + p(2)µ)(p
µ
(1) + pµ(2)) を求め，これが次の 3条

件下では任意に大きくなることを示したことである：(1) Kerr ブラックホールはほぼ最大回転している．(2) 2

粒子の衝突は，事象の地平面のごく近傍で起きる．(3) 2粒子のうち一方の粒子の角運動量 L は，L = E/ΩH

に非常に近い値に fine tune されている．(ここで E は粒子のエネルギー，ΩH はKerrブラックホールの事象
の地平面の回転角速度)

実際に我々の世界で BSW機構が効果的に働くためには，少なくとも上の 3つの条件が満たされている必
要があり，本当にそんな状況がありえるのか，またもし起きたとして何が観測されるのかは議論の余地があ
る．本発表では，幸運にも上の 3つの条件が満たされている状況であったとしても，粒子自身の作る重力の影
響 （ ”バックリアクション”）を考慮すると，現実的にはいくらでも大きなエネルギーの粒子衝突は起きない
のではないかということを議論したい．
実は，Ref[1] の Banadosらの計算では，暗にテスト粒子近似が仮定されている．テスト粒子近似とは，粒

子自身が作る重力の影響（”バックリアクション”）が無視できるような近似のことで，つまり粒子の運動の軌
跡を背景時空上の測地線として取り扱えるような近似である．しかしながら，”バックリアクション”の影響を
実際に取り扱うためには粒子が放出する重力波の影響などを考慮する必要があり，かなり面倒である．
そこで本講演では，「最大回転Kerr ブラックホールまわりの自己重力を考慮した粒子」ではなく，これに非

常によく似た性質を持つ「最大荷電ブラックホール周りの自己重力を考慮した球殻」というシステムに着目し
何らかの示唆を得ることを試みる．最大回転ブラックホールや最大荷電ブラックホールは，ともに極限ブラッ
クホールという点では同じであり，様々なよく似た性質をもつことが知られている．また，球殻は一般相対論
の枠組みで厳密にその自己重力を取り扱うことができるというメリットがある．
最終的に本講演では，”バックリアクション” を考慮することで，遠方の観測者が観測できる領域において

は，任意に大きなエネルギースケールの衝突は起きないことを示す．また，球殻を構成する粒子が，どの程度
まで加速されるのかについても述べる．なお，講演内容は Ref[2] に基づいている．
個人的には，本講演の内容は，astro-ph 的な高エネルギー粒子衝突と，gr-qc的な Einstein 方程式を解く，

という 2つのテーマにまたがっているにも関わらず，簡単な解析で結果を得ることが出来る貴重な存在なので
はないかと思う．
Ref[1] : M.Banados, J.Silk and S.M.West, Kerr Black Holes as Particle Accelerators to Arbitrarily High

Energy, Phys.Rev.Lett.103, 111102 (2009) [arXiv:0909.0169 [hep-ph]]

Ref[2] : M.Kimura, K.i.Nakao and H.Tagoshi, Acceleration of colliding shells around a black hole : Validity

of test particle approximation in BSW process, arXiv:1010.5438 [gr-qc] (to appear in Phys.Rev.D.)



Title : 相対論屋にもわかるリコネクション基礎（仮題）
Speaker : 柴田 一成（京都大学）



Title : 磁気降着流の磁場構造とリコネクション
Speaker : 町田 真美（九州大学）
Abstract : ブラックホール天体の活動性は、降着円盤が解放する重力エネルギーを起源と考えられている。差
動回転している降着円盤から重力エネルギーを引き出すためには、ガスの粘性が必須であるが、粘性の起源は
長年の謎であった。しかし、Balbus & Hawley (1991)による磁気回転不安定性の再発見に続く 3次元磁気流体
数値計算に基づく研究により、降着円盤内に存在するプラズマと凍結した磁場が、磁気回転不安定性によって
円盤内部を磁気乱流状態にし、その乱流ストレスが粘性の起源である事が明らかになってきた。本講演では、
Machida & Matsumoto (2003)を基に、3次元磁気流体数値計算に基づいた、降着円盤内の磁場の増幅 ·維持
機構、磁場構造などを紹介する。また、降着円盤内部と円盤コロナ部での磁気リコネクション機構の違いにつ
いてを紹介する。

1. 磁気回転不安定性とパーカー不安定性
2. 降着円盤内での磁気的性質について

2-1 磁場の増幅 ·維持–飽和機構について
2-2 角運動量輸送率
2-3 磁場の大局構造

3. 降着円盤内外での磁気リコネクション 4. 観測への応用 5. まとめ
参考文献

Machida, M. & Matsumoto, R. ApJ, 585, 429 (2003)

Johansen, A. & Levin, Y. A&A, 490, 501 (2008)



Title : 相対論的抵抗MHDの標準方程式は使えるか？
Speaker : 小出 眞路，森野 了悟（熊本大学）
Abstract : 相対論的理想MHD（理想RMHD）の数値計算によりブラックホール磁気圏では薄い電流層を伴っ
た反平行磁場が自然に形成されることが示されてきた（Koide, Kudoh, Shibata 2006, McKinney 2006）。これ
はブラックホール磁気圏で磁気リコネクションが頻繁に起こることを示唆している。ブラックホール磁気圏の
磁気リコネクションを取り扱うためには，電気抵抗を考慮した相対論的MHD（抵抗RMHD）を用いる必要が
ある。しかし，抵抗RMHDの標準的な方程式では電磁波の群速度が光速度を超え，その因果律の問題が取り
ざたされてきた (小出，天文学会 2009年春季年会)。例えば，相対論的速度で一様に流れる有限電気抵抗のプ
ラズマに向かって電磁波の波束を入射すると，その波束の振幅が増大するという現象が憶測される。これは，
静止したプラズマ中の波束が減衰する現象の時間反転であり，そこでは，エントロピーは減少する。このよう
に憶測される不自然な現象のため標準的抵抗RMHD方程式はひろく一般に使われることはなかった。
今回，そのような現象が標準的抵抗RMHD方程式で起こるか否かを検証するために，プラズマ中を伝播す

る電磁波の波束の抵抗RMHD数値計算を行った。まず，プラズマが静止している場合は波束が光速度を超え
た群速度で伝播していくことを確認した。次いで，因果律を破るような流れの十分速いプラズマに逆らって進
む波束の数値計算を試みる。結果については講演で述べる。



Title : 相対論的磁気リコネクションの数値計算
Speaker : 森野 了悟，小出 眞路（熊本大学）
Abstract : 磁気リコネクションは太陽フレアや磁気圏サブストームなどの爆発現象における基本的なエネル
ギー解放機構として知られている。近年では、ブラックホールの近傍においても磁気リコネクションが頻繁に
起きていると示唆され、宇宙ジェットにおいても重要な役割を演じていると考えられている。これまで、この
ブラックホール近傍で起こる相対論的磁気リコネクションについて相対論的抵抗性電磁流体力学（RRMHD）
コードによる 2次元の数値シミュレーションが行われた。それによりアウトフロー速度がインフロー領域での
Alfven速度に達し、相対論的場合にもより速いAlfven速度はより高いリコネクションレートを与えることが
示された。
本研究では、先行研究で考慮されなかった縦磁場のある場合を数値シミュレーションにより調べた。縦磁場

を加えた場合、縦磁場がない場合に比べ、プラズマと共にリコネクション領域に流入した縦磁場の磁気圧によ
りリコネクションが遅れることが確認できた。
講演では縦磁場の強さの違いによるリコネクションレート、アウトフロー速度への効果など、特殊相対論的

な磁気リコネクションの性質を示す。さらに、ブラックホール近傍の非常に強い重力下での磁気リコネクショ
ンの特徴についても言及する。

図：縦磁場なし (a)と縦磁場

を加えた場合 (b)の，同時刻

（ t = 50∆/c ）における密度

分布 (濃淡) と磁力線 (実線)

および速度（矢印）。ここで，

∆ は電流シートの厚さ，c は

光速である。



Title : GRMHD計算とブラックホールからのエネルギー引き抜き
Speaker : 眞榮田 義民（京都大学）
Abstract : 回転するブラックホールから、電磁的作用を通して回転のエネルギーが外部に引き抜かれる過程が
存在し、Blandford-Znajek過程（BZ過程）として知られている。我々は、一般相対論的磁気流体（GRMHD）
計算を用いて、ブラックホール磁気圏におけるBZ過程によるエネルギー供給を調べた。シミュレーションに
は京大基礎物理学研の長滝のGRMHDコードを採用した。
シミュレーションの初期条件としては、2種類を考えた。具体的にはポロイダル方向の磁場が円盤中でルー

プ形状をとるものと、Ghosh (2000)による解析解のうち、ブラックホール地平面とトーラスを直接つなぐ磁
場形状である。後者の磁場形状のもとでの磁気圏GR-MHD計算は例がなく、効率的な BZ過程が起こること
を期待して採用したものである。また、プラズマの初期条件としては、両者に共通して Fishbone-Moncrief型
平衡トーラスを採用した。
シミュレーションデータを解析した結果、後者においては、顕著な時間進化が確認されなかった。前者では

円盤の降着に伴うポインティングフラックスの放射が確認できた。結果から、ブラックホールと円盤をつなぐ
磁場形状のもとでのBZ過程を調べるには、Ghosh解は不適切であり、他の解を新しく採用する必要が有ると
考えている。
発表では以上の内容を述べる他、可能であれば長滝の取り組んでいる、ガンマ線バーストの collapsarモデ

ルのGRMHD計算についても紹介する。



Title : 磁気圏の数値解法 Force-Free Field を中心に
Speaker : 小嶌 康史（広島大学）
Abstract : 磁場が強い場合として電磁場の大域的構造だけを解く Force-Free Field 近似について reviewを行
う。内容：

1. Force-Free Field近似
2. 方程式と解
3. 2次元定常解

Contopoulos, Kazanas and Fendt,(1999) ApJ, 511, 351

Gruzinov, (2005) Phys.Rev.Lett. 94, 1101

4. 時間依存による解法
Spitkovsky, (2006)ApJ,648, L51

Gruzinov, (2011) arXiv1101.3100

5. ブラックホール磁気圏
Palenzuela, et al (2010)Phys.Rev.D82, 4045

Lyutikov, (2011) arXiv1101.0639

6. 二流体プラズマからの攻略？



Title : GEMS衛星によるX線偏光観測計画
Speaker : 田原 譲（名古屋大学）
Abstract : GEMS（Gravity and Extreme Magnetism SMEX）衛星はNASAゴダード宇宙飛行センターが中
心となって開発している世界初の本格的高感度 X線偏光観測衛星であり、2014年秋の打上げが予定されてい
る。GEMSには Suzakuに搭載されたものとほぼ同じX線望遠鏡と、理研が開発してきたガス電子増倍素子を
心臓部とする X線偏光検出器が搭載される予定である。初期観測ターゲットには、ブラックホール候補天体
15個、パルサーを含む中性子星 11個、それに超新星残骸が 6個含まれており、2-10 keV の X線に対して偏
光度 1%まで検出されるものと期待されている。



Title : 定常ブラックホール磁気圏の摂動解析
Speaker : 孝森 洋介（大阪市立大学）
Abstract : 近年、様々な観測から銀河中心に巨大質量ブラックホールが存在すると考えられるようになってき
た。ブラックホールはそれ単体で光ることはできないが、その周りにある物質や電磁場と相互作用することで
大きなエネルギーを生み出すことができる。そのため、活動銀河核やガンマ線バーストといった高エネルギー
現象の中心エンジンとして働くと期待されている。中でも Blandford-Znajek(BZ)機構（ブラックホールの回
転エネルギーを磁場によって抽出する機構）は、ジェットやガンマ線バーストを駆動する機構として期待され
ている。そのため、ブラックホールの周りの磁場構造（ブラックホール磁気圏）を調べることはこれらの高エ
ネルギー現象を解明していくうえで重要な研究である。
一般的にプラズマの運動を含めて磁場を求めることは困難である。そのため、本発表では、プラズマの慣性

を無視するフォースフリー近似を用い、どのような磁場構造が形成されうるのかを議論する。この場合、磁場
構造はGrad-Shafranov(GS)方程式と呼ばれる楕円型の微分方程式で決まる。この方程式はライトサーフィス
（磁場の回転速度が光速になる場所）と呼ばれる特異面を持ち一般的に解くことは困難である。

GS方程式を解く試みとしてゆっくり回転している磁場を考えGS方程式を摂動的に解く方法が知られてい
る。しかし、この摂動方法により得られた近似解がブラックホール遠方では適用できないということが指摘さ
れている。本発表では、まずこの摂動的手法がライトサーフィス近傍で保証されていないことを示す。また、
今回我々は縮退するホライズンをもつ球対称ブラックホール周りのゆっくり回転している磁場を考え、ライト
サーフィス上の正則条件を満たすような摂動解を得る方法を提案した。本発表では、その方法とその方法によ
り具体的に得た解を紹介する。



Title : 次期スペースVLBI計画VSOP-2の現状
Speaker : 亀野 誠二（鹿児島大学）
Abstract : VSOP-2計画は第 25号科学衛星 ASTRO-Gを用いてスペース VLBI (超長基線電波干渉計）観測
を行ない、最高 40μ秒角の分解能で活動銀河核の降着円盤やジェット形成領域の撮像などをめざす計画であ
る。2015年度打上げをめざして開発を進めていたが、宇宙研理学委員会により中止の判断が下された。講演で
はVSOP-2の科学目標と要求仕様、およびそれに対する技術的問題点をレビューして、中止の判断に至った経
緯を報告する。



Title : 因果的に無矛盾な散逸流体の現象論
Speaker : 斉田 浩見（大同大学）
Abstract : アルファ粘性は粘性を扱う最も単純な現象論で、フーリエ則は熱流を扱う最も単純な現象論だと言
える。ところが、これらの現象論は単純すぎて物理的な妥当性を部分的に欠くこともわかる。たとえば、散逸
（粘性・熱流）の伝搬速度が無限大になることである。これは数学的には、熱流・粘性と温度差・空間スケー
ルとの間の関係式に、粘性や熱流の時間微分が含まれていないことから理解できる。これらの現象論は、現実
の散逸の緩和時間と同程度の時間スケールを持つ流体運動（相対論的であろうがなかろうが）を記述できない
し、因果律が不可欠な状況（e.g. BH直近で一般相対論的な扱いが必要な状況）にも適用不可能である。
そこで、散逸の伝搬速度が有限であることを記述する物理的に妥当な理論が必要となる。その有力な候補

に、EIT（Extended Irreversible Thermodynamics）または ほぼ同じ内容の Israel-Stewart 理論、がある。し
かし、EITの基礎方程式は複雑かつ特殊な形をしており、解析的に解くことも数値的に安定に解くことも非常
に難しい。EITに基づいた宇宙物理学の研究はほとんど進んでいない。仮に EITによる研究が可能になれば、
例えば BH直近での散逸現象の一般相対論的研究も可能になり、天文理論の新しい展開が期待できる。
この講演では、EITを概説した上で、EITの特別な摂動展開を定式化する。EITの現象論としての論理構成

を正確に把握することで、どんな物理量をどんな小さな量で展開すればよいか、が分かる。少なくともその摂
動の 1次は、解析的にも数値的にも元々のEITに比べて格段に扱いやすいと期待できる。また、その 1次摂動
を静水圧平衡にある星（散逸流体ボール）に適用し、EIT的扱いだからこそ得られる結果を解析的に示す。



Title : 降着円盤理論：基礎から研究最前線まで
Speaker : 嶺重 慎（京都大学）
Abstract : 降着円盤関連の論文を理解するのに、最低限必要な円盤理論の基礎を、講述する。まず、その根幹
である粘性の働きについて説明した後、1970年代に確立した標準円盤モデル、今も議論が継続している高温
降着流（磁気降着流）モデルや超臨界降着流モデルについて、その概要を説明する。講義ノートを配布する。



Title : 一般相対論のツボ
Speaker : 石原 秀樹（大阪市立大学）
Abstract : 相対論の研究者が，ブラックホールというものをどのようにとらえているか，ということをお話し
できたらと考えています．



Title : ほらいずん望遠鏡
Speaker : 三好 真（国立天文台）
Abstract : 天文月報の記事を載せさせて下さい。













Title : 強磁場中性子星の磁気圏の構造の活動性と粒子加速
Speaker : 柴田 晋平（山形大学）
Abstract : 回転駆動型パルサーの磁気圏の構造に関するこれまでの理解と磁場駆動型パルサーとも言えるマグ
ネターについて最近行った研究の紹介をします。


