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活動銀河核ジェットは銀河中心の超巨大質量ブラックホールとそれを囲むガス円盤（降
着円盤）のシステムから噴出し、収束したアウトフローのバルク速度はほぼ光速になるも
のもある。アウトフロー形成においては、降着円盤内部での磁場のふるまいが重要である。
特に、磁気回転不安定性 (MRI) による回転周期程度という短時間での磁場の指数関数的
増幅と、リコネクションを介しての磁気散逸による磁気エネルギーの解放が繰り返し起き
ていることがこの 30 年ほどの理論的数値的研究によって明らかにされてきた。ブラック
ホール降着円盤の問題では、磁場に加えイベントホライズン近傍での一般相対論的効果を
考慮に入れる必要があるため一般相対論的磁気流体シミュレーションによる解析が重要で
ある。そこで、我々は 3 次元一般相対論的磁気流体シミュレーションの手法を用いてブラッ
クホール降着円盤の計算を行い、そこで見られる円盤や、降着流、ジェットの様々な物理
量の時間変動性、それを応用した線形粒子加速による宇宙線加速、ブレーザー天体の活動
性の研究を行った。
MRI の最大成長率のモードを捕獲するには円盤内部での解像度を十分に取る必要があり、
今回の計算では鉛直方向に円盤の厚みの 1/100 程度の解像度が必要と線形理論から見積も
られる。そこで、赤道面近傍の解像度をあげるために変形極座標を採用した。動径方向は
イベントホライズン近傍が最も高解像度で外側にいくにつれ荒くした。極角については赤
道面近傍で解像をあげ、極軸付近では荒くとった。方位角は均一である。メッシュ数はそれ
ぞれ Nr = 124, Nθ = 252, Nϕ = 60 である ([1.4 ≤ r ≤ 30000], [0 ≤ θ ≤ π], [0 ≤ ϕ ≤ 2π])。
変形極座標を用いることにより赤道面付近での鉛直方向のメッシュ幅 r∆θ は以前行った計
算よりも 5 倍改善され、MRI の最大成長率のモードを捕獲できると見込まれる。
ここで計算条件を述べる。中心に高速回転しているブラックホール (a = 0.9) を考え、
時間的に変化しないカー・メトリックを仮定する。GM = c = 1 の単位系を用いた一般
相対論的磁気流体方程式を考える。理想磁気流体を仮定し、磁気散逸は数値的に導入され
る。また、G は重力定数、M は中心ブラックホールの質量、c は光速度である。回転する
ブラックホールの周りで流体力学的に静水圧平衡状態にある Fishbone-Moncrief 円盤解を
初期条件として仮定する。この政水圧状態に弱い磁場を与えることで平衡状態を崩す。磁
場は円盤内部で閉じており、ブラックホールの回転軸方向成分のみを持つ。更に熱的圧力
にランダムな振幅 (最大 5%) の擾乱を与えることによって軸対称性を破る。
図 1(a) は磁場のポロイダル成分、トロイダル成分の赤道面、円盤最内縁付近での平均
値の時間進化である。シミュレーション開始後すぐに差動回転の方位角方向の磁場が成長
し、磁気エネルギーが増幅される、円盤内部では磁場が回転によって拗られているため、
トロイダル成分が卓越しているが、両者とも激しい時間変動を示す。磁場増幅期は MRI
での磁場成長に相当し、急激な立ち上がりを示す。その時間スケールは数十 GM/c3 で円
盤最内縁付近での MRI の最大成長を与えるモードの成長時間スケールと同等であり、こ
れまでの解像度の悪い計算よりも早い時間スケールが見られている。それに伴い質量降着
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図 1: (a) 円盤内縁付近、赤道面で平均した磁場のポロイダル成分とトロイダル成分の時間
進化。激しい時間変動が見られる。(b) イベントホライズンでの質量降着率。磁場の時間
進化に伴って質量降着率が増減する。(Mizuta et al. MNRAS submitted)

がおきる。図 1(b) はイベントホライズンでの質量降着率を示したものである。磁場の時
間進化と同期した時間変動が見られ、円盤内部での MRI による磁場増幅が角運動量輸送
を引き起こし、高効率の質量降着が実現されているのが分かる。
磁場が増幅すると円盤内部は低プラズマベータ (β ∼ 1) の状態となり、磁気リコネク
ションなどで磁気散逸がおきると磁気エネルギーが熱や運動エネルギーに解放され高プラ
ズマベータ状態 (β > 100) となる。磁場の共同の変動を見てもわかるように円盤内部では
両状態が交互に数百 GM/c3 程度の時間間隔で現れている。磁気リコネクションで円盤内
部が低プラズマベータ状態から高プラズマベータ状態に以降する時に円盤鉛直方向に強い
アルフヴェン波が放出される。図 2 は極軸からの距離 3 < R/(GM/c2 ) < 3.2 で回転角方
向に平均した方位角磁場の平均値の時間進化を示したものである。赤道面から少し離れた
ところから磁場の強い筋状の帯が上下に吹き上がっているのが分かる。その伝達速度は赤
道面付近では遅く、|z| が大きくなるにつれ速くなっている。この速度はアルフヴェン波程
度であり赤道面付近では密度が高く円盤の外側にいくほど密度が下がるため、アルフヴェ
ン速度が速くなっていることに対応する。図 3 はジェット内部のポィンティング光度の時
間変動 (b,c) であるが、図 2 で示した強い方位角方向の磁場の浮上とジェット内部で見ら
れるフレア的増光に相関が見られる。図 3(a) は円盤内縁付近赤道面で評価したアルフヴェ
ン流束 (磁気エネルギーと円盤鉛直方向のアルフヴェン波の積の平均) とジェットのポイン
ティング流束の時間変化であり、ジェットのポインティング光度が高いフェーズで両流束
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図 2: 極軸からの距離 3 < R/(GM/c2 ) < 3.2 で回転角方向で平均した磁場の方位角成分。
赤道面から少し離れたところから強い回転角方向の磁場成分が間欠的に上下へとアルフ
ヴェン波として抜けていく (Mizuta et al. MNRAS submitted)。
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図 3: ((a) ジェット中のポインティングフラックスと、円盤内縁付近、赤道面で評価平均
したアルフヴぇンフラックスの時間進化の比較。(b) ジェット中のポインティング光度の
時間進化と、増光するフェーズで拡大したもの (c)。Mizuta et al. MNRAS submitted)。

が同レベルになっている。これは、赤道面付近からのアルフヴェン波がうまくジェットに
伝播することがジェットのポインティング光度のフレアの原因となっていることを示す。
ジェットのポィンティング光度が円盤から吹き上がってきたアルフヴェン波によって励

起されて、ジェットの時間変動となっている。この電磁波の時間変動は相対論的波となっ
ており、波の強度を示す stregth parameter (a) を評価すると、M = 108 太陽質量、10%の
エディントン降着率の円盤にたいして、Ebisuzaki & Tajima (2014) で指摘されたように
a ∼ 1010 となっている。Ebisuzaki & Tajima (2014) では、この波がジェットと共に伝搬
し、やがでジェットの密度が下がったところで電磁波モードとなるとポンデラモーティブ
力による荷電粒子が加速される。陽子は宇宙線となり、電子は磁場との相互作用によって
シンクロトロン放射に寄与し、更に逆コンプトン放射をおこす。このような放射はブレー
ザーの高エネルギーガンマ線放射として観測される。円盤内部で見られた時間変動と同じ
程度の時間スケールの変動がジェットのポインティング光度にも見られ、ブレーザー放射
で見られる増光の時間スケールと同程度とよい一致を示した。

