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分子雲コアの磁場と角運動量の傾きは 

円盤形成を促進するか? 

それとも抑 制するか? 
(Tsukamoto+2018 ApJ) 

B 



J flux 

 重力崩壊中に磁気張力によって     

角運動量が抜き取られる              

(磁気ブレーキ) 

→円盤形成進化には磁気ブレーキが 
重要な役割を果たす 
(e.g.,Mellon+08, Li+11, Bate+14, Tomida+15, Tsukamoto+15) 
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磁気ブレーキングによる円盤形成の抑制 
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観測からの動機 

Hull+17 
SMM1 

 多くのシミュレーションではBとJが  
平行を仮定 

 偏波観測:様々なスケールでの 

     磁場の方向を観測 

→磁場(B)の方向と円盤法線の方向は 

   ランダム(Hull+14)  

BとJが平行でない場合の磁気ブレーキの
性質を解明することが必要 
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Misaligned coreの重力崩壊シミュレーション(1)  

 Matsumoto+04 (ideal): 

θ=0゜:   磁気ブレーキ弱 

θ=90゜: 磁気ブレーキ強 
 Mestel, Mouschoviasらの 

 80年代の議論と整合的 

Matsumoto+04 
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 Hennebell+09,Joos+12(ideal): 

 θ=0゜:   磁気ブレーキ強 

 θ=90゜: 磁気ブレーキ弱 

→Matsumoto+04と矛盾 
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Misaligned coreの重力崩壊シミュレーション(2)  
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Masson+16 θ=0゜ 

θ=40゜ 

 Masson+16 (non-ideal): 

θ=0゜とθ=40゜の場合 

で有意差なし 

角運動量進化は磁場の方向に 
よらない？ 

 

Misaligned coreの重力崩壊シミュレーション(3)  
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研究の目的 

先行研究は定性的な結果が矛盾 

 B     Jのとき円盤はできやすい？できにくい？変わらな
い？ 

→矛盾の原因はなにかを明らかにする 

特に以下に注目する 

1. 初期分子雲コアの熱エネルギー  

○ Matsumoto+04: α=0.5→大きなα 

○ Joos+12: α=0.25→小さなα 

2. オーム散逸、両極性散逸 

○ Matsumoto+04, Joos+12: ideal MHD 

○ Masson+16: resistive MHD (α=0.25) 

α =
Eth
𝐸𝑔𝑟𝑎𝑣

 

≠
 



 

α=0.2, θ=90 

α=0.2, θ=45 

α=0.2, θ=0 

α=0.4, θ=90 

α=0.4, θ=45 

α=0.4, θ=0 

α=0.6, θ=90 

α=0.6, θ=45 

α=0.6, θ=0 

600 AU 

Matsumoto+17 



角運動量の進化: Ideal MHD 

 α小: θ大→J大 Joos+12と整合的 

 α大: θ大→J小 Matsumoto+04と整合的 
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 すべてのα :  θ大→J小 

→現実的にはθ=0の場合に大きな円盤が期待できる 

 θ<45ではMasson+16とほぼ整合的 
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ここまでのまとめ 

初期条件と磁気拡散を
考慮することで先行研
究の結果を再現 

→なぜこのような違いが
生じたのか? 

原因を明らかにするた
めに流体粒子の角運動
量進化を調べた(右図) 

→いつ、どこで角運動量
変化が起きたかを調べる 

先行研究では中心領
域のJの進化を調べ
ていた→いつ、どこで
Jが変化したかが分
からない 

(1)中心領域

から流体素片
を選択 

(2)流体素片の初期
位置を決定 

(3)重力崩壊中のJ
の進化を解明 



中心流体素片の初期位置 

 中心領域には磁場に沿った方
向の流体素片が選択的に降着 

→θ=0(θ=90)では小さい(大きい)角
運動量を持つ流体素片が先に落
ちてくる 
→  θ=0  : 見かけ上強い 
    θ=90: 見かけ上弱い 
                 磁気ブレーキング 

 
 

 
B J B J 

B 

J 

θ=45 θ=90 
θ=0 

B 



流体素片の角運動量進化 

(Ideal) 

 2段階の角運動量減少 

1. 等温収縮段階: 

 θ=0:   磁気ブレーキ弱 

 θ=90: 磁気ブレーキ強 

2. 断熱収縮段階: 

小さいαで 

 θ=0:   磁気ブレーキ強 

 θ=90: 磁気ブレーキ弱 

 Matsumoto+04と
Joos+12の違いは     
1,2の影響の大きさの
違いに起因 
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流体素片の角運動量進化 

(non-ideal) 

 2段階の角運動量の減少 

1. 等温収縮段階: 

 θ=0:   磁気ブレーキ弱 

 θ=90: 磁気ブレーキ強 

2. 断熱収縮段階: 

磁気拡散が磁気ブレーキを
抑制 

等温収縮段階での磁気
ブレーキの強さが      

角運動量の大小関係を
決定 



まとめ 
 先行研究間の矛盾は異なる進化段階での
磁気ブレーキ 効率の違いによる 
 Matsumoto+04の初期条件では等温収縮段階での磁気ブレーキが

重要 

 Hennelbelle+09やJoos+12の初期条件では断熱進化段階での磁気
ブレーキが重要 

 断熱進化段階での磁気ブレーキは非理想効果を考慮しない場合過
大評価される 

 現実的な場合(非理想MHD)、磁気ブ
レーキはB||Jの時に最も弱くなり円盤
は大きなサイズを持つ 
 より現実に近い非理想MHDシミュレーションでは角運動量は

θ=0degの時が最大 
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magnetic braking timescale on B direction    

 Timescale of magnetic braking 
→is given as the time in which Alfven wave sweeps the region whose inertia 
equals to the central inertia 

 The magnetic 
braking is 
strong in the 
core with B⊥J 
with simple B 
geometry 
(Moschouvias+
85) 



 エンベロープ内では磁場配位は砂時計型 

→広がった分「腕」が稼げる 

→より効率的な磁気ブレーキ 

 ブレーキの時間スケールは磁場の形状に強く依る 

→結局シミュレーションしてみる必要がある 
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magnetic braking timescale of hourglass B field    


