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｢天体現象と非線形 ･非平衡物理｣

銀河における散逸構造 一渦状腕構造一

野桜 健也 (北大 ･埋)

§1.序論

渦巻き (スパイラル)銀河は大きく分けると星とガスから成 り立っており､ガス成分は

質塵では全質量の10%足らずである｡しかし､そもそも写真で渦巻き状に見えるのは明るく

輝く若い星であり､これは星間ガスから星が生まれる星の生成領域が渦巻状のパターンを作

っていることを示している｡つまり､銀河全休の進化や構造を考える上で最も重要な過程は､

星間ガスが担っているのである｡ところで､星やガスは銀河中心のまわりを銀河中心からの

距離によって異なる角速度で回転している (微分回転という)ことが観測からわかっており､

"物" (星､ガス)の分布はこのSHEARによっていっもねじられている｡もしも､渦状腕構造

がこのような 山物''のねじれを直接示しているのならば､宇宙年齢の問には何十回も巻き付

いてしまうはずであるが､現実はそうなってはいない｡従って渦状腕はなんらかの 山波"と

してOjパターンでなければならない｡

このような H波"を作る理論として巌もスタンダー ドなものは､いわゆる密度波+銀河

衝撃波モデルである｡上に述べた様に､銀河の力学的構造は星の系の自己重力と回転によっ

て決っているが､この星の分布の歪み (5%程度)が渦状構造をもつ 〟披''として伝搬してい

ると考えるのが密度波理論である｡ガスはポテンシャルの歪みに大きく反応して (銀河衝撃

波)星形成過程を引き起こすのである｡この理論は 『重力が第-原因となって構造がつくら

れている』という点で､宇宙物理学においては星から超銀河域にいたるまで支配的な考え方

である｡

しかしながら､我々は星間ガスの構造は重力に依らなぐpCもつくるととができると考え

ている (反重力主義)｡ガスとL一口に言っても､じつは冷たいCLOUD状ガスや熱いDIFFUSEな

ガス等いくつかの相からなっている｡それらは超新星 (これはガス系からみれば外部駆動力)

によってSWEEPされたりEVAPORATEされることにより相変化 (反応)を起こしていると考えら

れており､また空間的にはCLOUn状ガスの無秩序運動で代表されるような局所的 (銀河半径の

1/100スケール)伝搬 (拡散)によって周囲の局所系とつながっている｡従って､星間ガス

系の進化は多成分一反応一拡散方程式で表される｡このように平衡から速く離れた非線形系

では [散逸構造]と呼ばれる時間 ･空間構造が生じることが知られているが､銀河の渦状腕

も散逸構造の一種ではないかというのが我々の主張である｡

それでは先に述べた事実 く銀河の力学的構造は重力によって決っており､ "物''は銀河

中心のまわりに微分回転をしている〉ほどうなるのだろうか●′ ここで､この事実から軽ち

に く密度波が存在する〉とは言えないことに注意しなければならない｡つまり密度波が存在

するためにはいくつかの条件を補足しなければならず､又､波の減衰や起源という古 くから

ある理論的問題も完全には椙決きれていない｡そこで､密度波が存在しない場合を考えると､

-189-



研究会報告

重力は.銀河円盤の回転を決めているという効果を通じてのみ散逸構造に影響を与えることに

なる｡このとき､我々の問題は 『銀河円盤の微分回転があるとき散逸構造の考え方で波とし

ての渦状腕構造がつくれるか?』に帰着する｡以下､こ0)問題について用語するが､これは

より一般的な言い方をすれば､SHEARが入った場合のパターン形成の問題であり､将来､スパ

イラル銀河に限らず天体物世に芙削以の問題が出てくるのではないかと期待している.

§2.モデ ル方程式

a)モデル

星間物質 (tnt.erStel一arMedium)の相変化を表す反応項は､本来多数のパラメーターを

含む持分 ･微分方程式系であるが､ここではできる限り単純なモデルにより渦状腕形成のメ

カニズムを知るという方針を採る｡モデル反応一拡散一方程式を立てるために用いた仮定を

まとめると､

(i) lSMU)進化は2つの代表的な成分で表される｡銀河半径の】/100程度の局所系の密度を

い.(r､t)(i=1,2)とする■′ヽ…

(ii)ISMの相変化 (反応)はpt-P2面上で[)ミット･サイクルをもつ

(いi)lSMの伝的鋸ま拡散行列 diag(D,D)で表される

(iV)銀河円盤は2次元で繁閑速まである (銀河中心を原点とする極座標(r.0))

(V) 円盤の回転別はV(I･)=e()nSL.=V80.)微分回転とする｡

さらに､仮定(ii)を満たす反応として､化学反応でよく使われる入-u systemを考えよう｡
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ここで､p了(｣｣､ i)= ()i(⊥ ､t)-P川 は相空間で反応の定常点から測りI-bJした

密度､p'=(p'12+ p'22)1'2である.

A(p')=8-qll)'2 8､>0, ql>0

(I)(p')= q2J)'2 (2)

とすると､W (｣｣,i)=pl'(L ､t･)+i/)2'(～L､t) (i2=-1)で者けば､(1),(2)は自明

な不安定蛸W=0の他に

W=(8/ q-)1/2e.tJP(iSq2t/q-) (3)

という安定なりミ､ソト･サイクル解をもつ｡

仮定(i)～(V)を合わせると我々の解 くべき方程式王.･【
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〟 Va

(- +- )W-▽'2W + (1-iQ) lW i2W-W=o (4)

Jt ドJ∂

となる｡但し､t,r,Wは適当にnormaliZCし直した｡ここで､ (4)はたった2つのパラメータ

ー Q,VLか含まないことに注目したい｡Q=q2/ qlは反応の性質を表し､小さいほどリミッ

ト･サイクルが安定となる｡V=(V82/D∂)1'2は反応一拡散項に封する微分回転の大きさを

表している｡(4)はV=0のときスパイラル解をもつことが知られている｡結局､我々の問題は

V≠0のときに(4)のスパイラル解を求めることに帰着したわけであるが､その前に(4)の漸近

棺について述べておく必要がある｡

I))漸近#Jj(r-oo)とその安定性

(4)もまr-ooでは微分回転及び曲率U)相が無視でさ､平面波附の1パラメーター(k)族を

持つ｡

. Wu ≡WP'Ĉ･Pi(止､･JL-Ol,)

IW仏' l2 =1-kt' I､=lJLt(5)

u=-QIWは' [2ニーq(卜k2) o<k<1

これは線形反応項による突っ立ちと､拡散項による平滑化のつりあいによって生じている構

造で､､五､二0がリミット･サイクル鮒(3)に対応し､ltが大きくなるに従って(k†l)振幅uJj､き

くなる(lW a'110)｡

漸近解(5)の安定性を線形安定性解析によって調べると､

k2 >kc2 =1/(3+2Q2) だと不安定 くく3)

であることがわかる(e.A.,Kuramot｡,1984)｡これは振幅が大きくリミット･サイクルに近い

研ほど安定であろうという直観と一致している｡

§3.スパイラル解とその安定性

a)スパイラル解

く4)のスパイラル解を求めるのに

W(r,0,t)=R(r)expi(I/)(r)+mO -ut) (7)

とおき､実関数 R(r)､tj)(r)について解く｡mはスパイラルの腕の数､Uは剛 体回転の角速度

である｡境界条件として､銀河中心でregLJlar､無限遠では§2b)の漸近解につながるという

集件をおく｡

(B.C.)r=O regular /. R(r)=R.nm + ･･･

(R.C.)r-的 Rく-ド)-Roc=const.

1I/･r(r)I- k=const.. (8)
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ここで､L)=-Q(トk2)､Ro°2=I-k2でなければならない ((5)参照)｡従って､この渦状腕

とかの大きいところで払之､ずアルキメデス ･スパイラルとなっている｡(7)荏(4)に代人すると

最終的な解 くべき方程式は

1 m 2

R,,+ -R,-R (4,I,2+ - )+R-R 3=0

r2

1 Rr mV

(9)

小r,十 一4',+2 (- )I/･,+Q 〈R2- (1-1(2)〉- - =0

r R

となる｡Q,V,m,kを与えRnをshootingparameterとしてr=0から解いていき､(8)を満たす解

があるかどうかを調べる｡

8.0

二‡ 二 三 三 二

1 810 (.) (h) くC)

ど l ∫ .1

Fig･1 剛 体回転するスパイラル解の例｡

m=1,Q=1･0,k=0･8,V=0.0(a),-0.5(b),
-3.0(C)｡

こOL)ようにして得られたスパイラル波の例がFi8.1である｡(7)のように仮定して附が求

まったということは､微分回転があっても剛体回転す旦=7Ut.イ_ラル華が存在す旦ことを示し

ている｡V=0でもスパイラル構造は存在するがV≠0を巻き付く方向(Vく0)に入れると微分回転

のきつい内側の方では特にきつく巻いた構造になることがわかる｡これは物理的には､微分

回転によって等高線を巻き込もうとする効果と拡散によって直線的に伸びようとする効果の

つりあいによって生じているバターンと考えられる｡逆にV>0の回転を入れると中心部でスパ

イラルがほどけてくるのがみえる｡

Q,V,mを決めると漸近解と同様に解の1パラメーター(k)族が存在するが､スパイラルにな

るとあるk切より小さい解は存在しない｡つまり0<k8<k<1のみが許される｡Fi去.2にnl=1のと
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｢天体現象と非線形 ･非平衡物理｣

1.0 2.0 3.0 ち.0 5･00
Figl2

Fig.2 スパイラル附の存在領域｡

附は実線u)lく=k切線とlく=lとの関

でのみ存在する｡実線について

いる数字はVの値を示す｡点線は

(6)式のlく=k｡を表わす (これより

上では不安定)｡

きγを変えた場合のk=k切線が示してある (m=2でも本質的には同じ図)｡こ0)図で壷要なのは､

V<0であるほどk=lく日銀が下にあるということだが､これu巻き込む方向の微分回転を入れるほ

ど附が存在し易くなることを示している｡

h) スパイラル網の安定性

lI',I脚〕(1982)はV=00)場合のスパイラル解の安定作を調べ､

m=1 k的2<k2< kc2=1/(3+2Qt') なら安定

m≧2 不安定

という結論を待ている｡これでは2本腕の銀河を説明できないが､微分回転V≠0により安定性

が変わっているのではないだろうか? そこで､得られたスパイラル解の安定性を線形安定

性解析により調べ､Fig.3の結果を得た｡図には摂動塾を咲exp(Eat)と書いたときのRe(幻)

のma,1,(モード､境界条件を変えて)をプロットした｡巻き込む方向(V<0)の微分回転を入れ

ると安産化されるということがわかる｡この結果tがi8,4のようにパタ-ン回転系にのって等

高線の摂動を考えれば理解することができる｡もしスパイラルが主として微分回転と拡散の

つりあいでできているのならば､等高線を少し回転方向にずらすと微分回転による巻き込み

の大きさは変わらないのに､拡散により直線になろうとする効架はきつく曲がっているので

大きくなるBその結果拡散が打ち勝って元に戻るのである｡

以上､′a)､b)をまとめて§1の問題に答えると､ 『重力によるshearは散逸構造のパター

ンを破壊するわけではなく､むしろその安定化 (V<0の場合)に一役かっている』と言うこと

ができよう｡
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Fig.3 線形安定性朋折の固有値｡

m:2,Q=0.5,k=0.5｡V<0ほど Fig.4

安定化している｡

Fig.4

スパイラル解のIocalな

安定性｡バターン回転系
からみている｡

§4.C()wie&Rybiclくiのモデルとの比較

一 重力以外のメカニズムで整ったスパイラルをつくるモデルとしては､他に t(Nie&Ryh

iCki(19ti泊,C&Rと略)の HGalacto-DcLonationUavc"-モデルがある｡反重力主義という点で

我々と基本的二考え方は似ているにもかかわらず､得られるスパイラルの構造､安定性は大き

く異なる｡そこで､簡単に袷介して比較を行いたい｡

彼らのモデルは連鎖的星生成という考え方を基礎にしており､星形成という過程の波面が

detonationuaveとしてIluygensの原理に従って伝搬すると考える｡さらに銀河円盤の微分回

転V(r)=(I()nst.が加わると､波面0(｢,t)に対する方程式は

a0 1 a (+)uavc

- (V! - )

♂t r slnl (-)Uavc

(10)

ここで､aはdetonationwaveの速度､iは波面のピッチ ･アングルである(Fig.5)｡(+)uavc

((-)Wave)は回転と同じ く逆の)方向に伝搬する場合を表す｡V>aとして上式をR.ni｡<r<

Rmxの問でシミュレー トしたのがFiF,.Gである｡これはパターン回転系にのってみており､

最終的には綿の密度の濃いところ､すなわちQuasi-Stationary解 (QS解)に汚ち着 く｡この

図からも予想されるように､(+)wavcではr>>Rninでアルキメデス ･スパイラル､(-)vavcで

はrくくRmayで対数スパイラルというようにいろいろな形態のスパイラル構造が得られる｡(10

)はピッチ ･アングル iで肴き直すと準線形の双曲型方程式となり､特性曲線をもつ｡この特

性曲線を(r,t)面上で描いてみると､任意の初期条件から出発してもある時刻LcH t以上たつ
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Fig.5

Fig.5 Cowie&Rybicki(C&R)の
GalacLO-I)etonationlJave

モデル｡波面の伝搬は

HuygenSの原理と銀河円盤

の回転とで決まる｡

.M FI96

Fig.tl,C&Rのモデルの解の例｡Rnin=1,Rn8X

:8左 (+)WaveV=2,a:1右 (-)Wave

v=6,a=l｡ 濃 くなっているのが

最終的なduよ-Sト Stationary解｡

と初期の帽章削ま全て境幣から流れ出てしまい､必ずQS解が達成されることがわかる(liaHJuS

ILL)BLl)｡従って披 らのスパイラル解は強力に安定であるが､反面､任意に設定 した境兇 Rnin､

軋 ｡xが大きな役割を占め過ぎているとみることもできよう｡Tableには比較をまとめておいた｡

Table

機構 解の存在 スパイラル B･C･ 安耳性

反応 Q,V決めると アルキメデス r→抑 Q,Vによっ

+ kで連続的に (｢大) あまり重要 ては安定

拡散 解がある ･でない 解存在 し

+ ない

微分回転

lluyF.enS a,V決めると アルキメデス Rn.in,Rmax 必ず安定

の原理 解はuniqlJe 又は 非常に重要

+

微分回転

対数
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§5.結論

1)塁間物質系は､微分回転する銀河円盤上でも剛体回転する渦状腕構造を持つ

又､回転によりきつく巻き込まれるほど

2)パラメータ空間で解の存在領域が増え､

3)より安定な構造となる

特に､m>1解は微分回転によりはじめて安定化される

4)封馴犬腕の形態､安定性ともにCowie&RybickiのGalactO-DetonationUaveモデルとは大

きく異なる｡
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非粘性流体における相分離と不安定性

山口大 ･教育 古 川 浩

重力で相互作用している一様な気体は力学的に不安定であるOこの不安定は宇宙スケールで重要である｡

一方地上に目を転じてみると,臨界温度以下に急冷された水蒸気のような気体も不安定である｡この不安

定は熱力学的不安定と呼ばれるが力学的不安定と本質的な区別はない｡

宇宙の構造形成に重力不安定が関与 していることは疑いの余地がない｡しかしそのメカニズムは明白で

はない｡本講演では相分離のダイナミックスと合せてこの間題をダイナミカルな観点から論じてみたい｡

熱力学的不安定では自由エネルギーの高いところから低いところ-状態が向かう｡多くの場合この不安

定は表面張力によって引き起される｡流体の相分離を例にとって議論 してみよう｡相分離ではある部分か

ら他の部分-物質が運ばれなければならない｡その繰返しの結果が完全な相分離である｡相分離の進み具

合を表わす特徴的長さのスケールR(クラスターの半径等 )は次の簡単な考察によって求めることが出来

る｡流体のある点に働く力はPを圧力として単位体積当り∇Pであり,この力を受けて流れる流体の慣性

力はβを質量密度として単位体積当りβ(DU/Dt)である｡したがって

Du

p五 =∇P･
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