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Late stage of star formation：T Tauri star

磁場を介した角運動量交換 
星のスピン進化 
円盤内縁付近のガス降着・噴出 
星の磁気圏が降着円盤の内縁位置を決定？
（惑星軌道の理解に重要）

Zeeman observations 
of kG field

Donati+2007 
see also Johns-Krull+1999

アウトフロー？

磁気圏



Importance of MRI

Zanni & Ferreira 2013 Romanova + 2011
see also Hayashi + 1996, Hirose + 1997, 
Miller & Stone 1997, Romanova + 2009 (3D)

MRI なし、２次元： 
円盤アウトフロー・フレア

MRI あり、２次元： 
円盤アウトフロー・フレアは見えない

see also Li + 2016

降着流・アウトフロー： MRIで根本的に変化、未だ共通認識がない

alpha 粘性円盤



Importance of MRI + 3D

Romanova+2011

Miller & Stone 1997

2D : ダイポール磁場に沿った降着流
3D : 磁気圏に貫入するような降着流

see also Spruit + 1995, Stehle & Spruit 2001

3D MRI disk からの降着流は複雑 
=> 観測による星への降着率の推定に重要



Numerical difficulties
星表面付近の境界の扱い 

単純な自由境界にすると星表面に降着ガス
がたまり磁気圏の長時間進化に影響 

極における厳しい CFL 条件 

極座標系で θ 方向に等間隔にメッシュを貼
ると極でグリッド小 + 星磁場強度大 

Alfven speed を人工的に下げてしまい CFL 
を緩めるグループも存在。しかしこれでは
角運動量輸送は正しく追えない 

円盤MRI を見るために高空間分解・長時間計算 

厳しい CFL 条件とのジレンマ

Romanova+2012のグリッド



Model and Method
入れ子格子を使うことで極での CFL 条件を緩和 
星表面にダンピングゾーン（密度などを徐々に初期値に戻す）を設置 
MRI が発達するまで星磁場抜きで計算、あとでダイポール磁場を挿入

code : Athena++ code (K. Tomida and Princeton team)



Model and Method
Basic eqs: ideal MHD eqs 
Stellar dipole field : ~500 G 
Initial disk plasma beta : 3000 @ r = 3Rstar (uniform vertical field) 
Atmospheric structure : equilibrium rotating disk + stellar corona

initial uniform field

stellar  
dipole field



Model and Method
計算資源 
XC-B, 400 CPU, ~1-2 weeks

initial uniform field

stellar  
dipole field



Density evolution
side view top view

Stellar dipole field is inserted at t = 100 (rot)



Density

Plasma beta

Accretion from MRI disk



Density

highly nonuniform Plasma beta

magnetically supported  
low density region



Inner disk structuret = 0

t = 30

t = 100

t = 100

t = 105

t = 119

t < 100 rot : 星磁場なし 

t > 100 rot : 星磁場あり 
星磁場を挿入したあと、一度
corotation radius (r = 3Rstar) 
で面密度は減少するも、結局
円盤は星に接続

面密度分布の時間進化

星磁場なしの期間

星磁場挿入後
r = corotation radius



Magnetic field structure near the star

2D slice (density + projected field lines)
t = 101 t = 119

星のダイポール磁場は円盤磁場とリコネクションして開ききっ
てしまっている => 磁気圏バリアが消えて円盤が星表面へ？ 
（初期の円盤ポロイダル磁場 (数G) が強すぎた？）



Magnetosphere of a previous study
Romanova+2011: 2D MRI disk + star

綺麗なダイポール磁場の 
磁気圏が円盤内縁を決めている

彼らの境界条件が特殊なため、磁気圏が保たれている？

a few Kepler rot @ 星表面 の時間 
(a few 10 days) で星の磁場は回復。 
10^(24-25) Mx （大黒点 100個分）が 
数10日で一気に出現したような状況



Summary
Athena++ code を使い中心星ー円盤相互作用の３次元 
MHD シミュレーションを行った。過去の研究より境界
条件などを改善し、長時間計算に向けた準備を行った 

円盤から降着してくる磁場とのリコネクションにより、
星の磁気圏は open field となって円盤が星表面と接続す
るような結果が出た。今後パラメータ調査などを行い結
果の妥当性を詳細に調べる


