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研究の意義・目的  

	 降着円盤は、活動銀河核・コンパクト星・原始星
などさまざまな重力天体の周囲に形成され、そこで
の活動現象を担う天体として重要な研究対象である。
降着円盤は、主にその温度に応じて多様で興味深い
性質を持つ。例えば、ブラックホール周囲の降着円
盤の中心部では、非常に高温になるためガス圧より
も輻射圧が支配的になる。また、白色矮星周囲の降
着円盤では、オパシティの持つ強い温度依存性が原
因となり、降着率の時間変動が起きると考えられて
いる、など。したがって、降着円盤の温度、すなわ
ち熱力学を正確に取り扱うことは、降着円盤の物理
を理解する上で極めて重要である。 
	 これまでの多くの降着円盤研究において基礎とな
っている「標準モデル」は、Shakura & Sunyaev (1973)
が提案したαモデルである。αモデルは、幾何学的
に薄い降着円盤を対象としているが、そこでは垂直
構造を決める力学的・熱的タイムスケールが、動径
構造を決める粘性タイムスケールよりも十分短いこ
とが特徴である。そのため、αモデルでは、垂直構
造を支配する力学方程式と熱方程式には定常解を仮
定した上で、動径構造の時間発展方程式（= 面密度
Σの拡散方程式）を解くことになる。このときの動
径方向の拡散係数は、垂直構造の定常解から抽出さ
れる、面密度Σと（垂直方向に積分した）シアスト
レス Trφの間の関係式によって決まる。「熱平衡曲
線」と呼ばれるこの関係式 Trφ= Trφ(Σ)は、したが
って、降着円盤全体の構造と進化を支配する極めて
重要な熱力学関係式である。 
	 ところで、αモデルでは、垂直方向に積分したシ
アストレス Trφと圧力 P の間に比例関係を仮定して
いる。この仮定は次元解析に基づくものであるが、
シアストレスを生み出しているであろう複雑な乱流
プロセスを比例係数αという単一のパラメータに押
し込めることが出来たことで、αモデルは、見通し
がよく取り扱いやすい解析的モデルとなった。一方
で、降着円盤の根幹と言えるシアストレスの物理を
パラメタライズしているαモデルを用いた議論には
限界がある。 
	 現在では、シアストレスを生み出す乱流プロセス
が、磁気回転不安定性(MRI)が駆動する磁気乱流で
あることが明らかになっている。さらに、近年の計
算機の発達によって MRI 磁気乱流を数値計算によ
って直接解像することが可能であり、したがって、
αモデルに頼ることなく、シアストレスをその第一
原理から取り扱うことが出来るようになったと言え

る。ただし、最初に強調したように降着円盤の熱力
学を正しく取り扱うためには、輻射輸送も同時に解
く必要があり、その点において、問題はそれほど簡
単ではなく、数値的に困難な課題も多い。実際、こ
れまで数多くのシミュレーション研究がなされてい
るが、そのほとんどにおいて等温プロセスが仮定さ
れており、MRI磁気乱流の力学的性質の理解に重点
が置かれてきた。 
	 これに対し、本研究では、独自に開発した 3次元
輻射磁気流体力学計算コードを用いて、降着円盤の
垂直構造を支配する力学方程式と熱方程式の双方を
直接数値計算によって解く。これにより、降着円盤
の力学的性質とともに熱的性質、さらにはそれらの
性質の間の関係を明らかすることで、降着円盤の物
理を総合的に理解することが本研究の目的である。
また、降着円盤の基本的熱力学関係式である「熱平
衡曲線」も、本研究の成果として、第一原理から一
意に得られることになる。 

研究手法  

	 本研究では、降着円盤内における、(a)MRIの非線
型時間発展に伴う乱流駆動とその散逸、(b)ガス―輻
射間の運動量交換・エネルギー交換、(c)円盤表面へ
のエネルギー輸送、のすべてを自己矛盾なく解くた
めの、3次元輻射磁気流体力学計算を行う。ただし、
計算量削減のため、輻射輸送に関しては Flux-limited 
diffusion 近似を用いる。また、降着円盤全体を扱う
のではなく、ある半径での動径スライスをシアリン
グボックス（Hawley, Gammie, & Balbus 1995）で近
似して、その内部での局所的降着流を再現する（た
だし、垂直方向の重力は考慮する）。これは、αモデ
ルと同様の幾何学的に薄い降着円盤を考え、その垂
直構造を解いていることに相当する。 
	 具体的な計算手順としては、このシミュレーショ
ンボックスに、ガス・磁場・輻射を適当に分布させ
た上で計算を開始し、系の時間発展を観察する。中
心天体からの距離 r（あるいは角速度Ω(r)）を固定
すると、このシミュレーションでの基本パラメータ
は、ボックス内のガスの総量を表す面密度Σだけで
ある。もし、系が、熱時間よりも十分長い時間に渡
って（統計的）定常状態になれば、与えた面密度Σ
に対して、安定な垂直構造（密度、圧力などの垂直
分布）と、それに対応するシアストレス Trφが得ら
れたことになる。このようなシミュレーションを、
面密度Σを変えて複数行うことで、熱平衡曲線 Trφ= 
Trφ(Σ)を数値的に求めることができる。 
	 以上を、中心天体からの距離 r を変えて行うこと



で、熱平衡曲線の r 依存性も求まる。本研究のシミ
ュレーション自体は局所的な降着流を再現するもの
であるが、前節で述べたように、得られた熱平衡曲
線 Trφ= Trφ(Σ, r)を用いて、降着円盤全体Σ(r,t)の時
間発展も議論出来るようになる。 

結果 1（原始惑星系円盤の熱平衡曲線）  

	 本年度は、特に、原始惑星系円盤を対象とした計
算を行った[2]。具体的には、中心の原始星の質量は
1太陽質量、原始星からの距離は 0.0394天文単位で
あり、角速度Ωは、2.55×10-5/sとなる。この角速度
の値は、昨年度行った矮新星降着円盤の計算[1]に比
べて、およそ 250分の 1である。それ以外の計算条
件は昨年度と同一であり、したがって、今回の結果
と、昨年度得られた結果を併せて、熱平衡曲線の角
速度依存性を議論することができる。 
	 今回得られた熱平衡曲線の特徴をまとめると 
l upper branch, middle branch, lower branchの三つ

の解ブランチから成る。また、ある限られた面
密度の範囲において、（upper branch または
lower branchの）双安定を示す。 

l upper branch は高温で光学的に厚い状態に、
lower branchは低温で光学的に比較的薄い状態
に対応する。middleブランチは、赤道面近傍で
の熱輸送が対流によって起こることが特徴。 

l upper branchの低面密度端でも、対流による熱
輸送が起きており、それによって乱流飽和値＝
α値（シアストレスの圧力で規格化した値）は
通常の 5倍程度まで上昇する。 

	 定常解が、高温かつ光学的に厚い状態と、低温で
光学的に比較的薄い状態の双安定になるのは、（水素
電離温度近傍で）冷却を担うガスの不透明度が強い
温度依存性を持つことに起因する。一方、対流によ
ってα値が上昇するのには、(1)対流運動によって
（軸対称 MRIの種磁場となる）コヒーレントな垂直
磁場が作られることで、シアストレスが上昇するこ
と、(2)対流によって冷却が強められることで圧力が
低下すること、の二つの要因がある。今回の計算で
は、特に後者が効いていることがわかった。これら
の性質は、基本的には矮新星円盤の熱平衡曲線でも
見られるものであり、水素電離温度近傍のガス温度
を持つ降着円盤に見られるロバストな性質と言える。 
	 実は、対流による熱輸送は、middle branchと lower 
branch の高面密度端でも起きているが、そこではα
値はそれほど上昇していない。その理由は、対流に
よる熱輸送「速度」が大きくないことにある。実際、
α値は、対流による熱輸送の割合よりも、対流によ
る熱輸送「速度」と良い相関がある。そして、α値
の有意な上昇が見られるためには、対流による熱輸
送「速度」が音速の 1%以上である必要があること
を、今回定量的に示すことが出来た。 
	 middle branchの存在は、昨年度の計算でも一部の
計算条件で見られたものの、計算条件を変えると再
現出来なかったため、数値的なアーティファクトで
ある可能性を議論した[1]。今回の計算[2]でも、同様
に、その存在はロバストとは言えなかったが、その
理由は、数値的というよりも物理的な要因に求める
ことが可能であることを示した。具体的には、すべ
ての定常解について、「冷却率の時間変動幅」の「加

熱率の時間変動幅」に対する比を調べたところ、他
の解ではほぼ１であったのに対し、middle branchと、
upper/lower branchの端では有意にその値が下がって
いた。この場合、結果として定常状態に落ち着いて
いる解であっても、加熱率の変動に冷却率が追随出
来ない可能性を示していて、本質的に熱不安定の要
素を含んでいることを意味する。したがって、middle 
branchは、upper/lower branchの「端」近傍と同程度
に不安定要素があると言える（upper/lower branchで
は、完全に熱安定になるところが「端」である）。 

結果 2（原始惑星系円盤のアウトバースト現象） 

	 上に述べたように、原始惑星系円盤の熱平衡曲線
にも双安定な状態が見られる。このことは、矮新星
と同様に、条件が揃えば、質量降着率が高い状態と、
質量降着率が低い状態の間で状態遷移（＝アウトバ
ースト現象）が起きることが期待される。実際、一
部の原始惑星系円盤では、FU Oriアウトバーストと
呼ばれるアウトバースト現象（6 等級程度の光度上
昇）が観測されており、矮新星と同様の円盤不安定
モデルが提案されている（Kawazoe & Mineshige 1993、
Bell & Lin 1994など）。そこで、今回得られた熱平衡
曲線と、円盤不安定モデルの熱平衡曲線の定量的な
比較を行った。その結果、双安定を示す面密度幅は
一桁小さく、一方、α値は二桁大きいことがわかっ
た。前者は、アウトバーストのマグニチュードが一
桁小さいことに、後者はアウトバーストの継続期間
が二桁短いことを意味する。したがって、原始惑星
系円盤で起きているアウトバースト現象を、（本研究
で対象とした）熱不安定に起因する状態遷移として
説明することは難しいと結論づけられる。 
 

来年度の方針  

	 本年度は理想 MHD を仮定した計算を行ったが、
低温ブランチの温度は一千度程度であり、熱的電離
が効かない可能性がある。そこで、来年度は、非理
想 MHD 効果とともに、もう一つの重要な熱源であ
る、原始星からの可視光照射の影響を考慮した計算
を行う。一方、十分低温になった場合には、自己重
力不安定が励起され、条件によっては乱流が維持さ
れることが知られている（Gammie 2001など）。しか
し、温度に敏感な自己重力不安定の計算に対して、
これまでは簡単化した冷却関数が用いられており、
現実に乱流が維持される条件が満たされるかどうか
はわかっていない。そこで、自己重力と現実的な輻
射輸送を組み込んだ計算も行い、自己重力乱流の性
質を明らかにする研究を行う予定である。 
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