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｢自己重力多体系における非線形 ･非平衡現象｣

自己重力平衡系の熱力学的安定性判定

東北大学理学部天文学教室 錆木 修

1.自己重力系 と熱力学

自己重力系の具体例は宇宙にある各種の天体であるが､多体系を形成 しているものと

しては､球状星団や銀河等がある｡これらは､多数の星 と希薄なガスか ら成 る集団である

が､ガス成分を無視できる場合には､星自身を構成粒子 とする気体あるいは流体の系 とみ

な して熱力学的な記述をす ることができる｡.また､多体系ではないが､重力場の本性 に

よって熱力学的記述 ?できる興味深い例 として､ブラックホールが知 やれている【1]O

重力のような長距離相互作用の存在のもとでは､例えば､エネルギーの相加性が失わ

れた り負の比熱が出現 した りするので､熱力学的取 り扱いや安定性の議論には細心の注意

が必要 とされる｡tさらにブラックホール熱力学の固有の問題 としては､ブラックホール同

士のエン トロピーは超加算的であること (ただし､ブラックホールと周囲の物質のエン ト

ロピーは加算的)､温度のような変数のレッドシフ ト等がある｡ このうち､エン トロピー

の相加性が失われることは安定性の判定においては重大で､通常のエン トロピー最大 に

よる判定法を考え直す必要が生 じる【2】｡ しか し､日本の天文学者達の大 きな貢献 もあっ

て､恒星系の熱力学においては､その熱力学的安定性判定に対 して従来の方法に本質的な

変更を加える必要はな く､負の比熱に伴って生 じる熟重力的カタス トロ17イー もこの枠組

みの中で正 しく理解 されるに至っている【3】｡ また､単体のブラックホールの安定性 に関

する限 り (温度は無限遠の戟測者に対する値を用いる)､事情は全 く同様である【4】 .

我々は通常､系がある与えられた熱力学的環境に置かれた場合の安定性に興味を持ち､

また環境を変えた場合の安定性の変化が知 りたい｡ところで､各環境における系の平衡状

態の安定性は､環境によって指定 される物理量を独立変数 とするマシュー関数が､平衡状

態のシリーズの近傍で極大になっているのかどうかによって決まる｡つまり､平衡状態の

シリーズに関する知識だけが与えられた場合でも､平衡状態か ら外れた方向への変化に関

する情報をそこか ら引き出さなければならない｡こq)ような問題はカッツによって一般的

に考察 されたが 【5ト その主要な結論は次のとおりである｡､

●与え られた環境で､ある独立変数とその共役変数の組に着 目して､後者を前者 の関

数 としてプロッ トしたとき､その曲線に対する接線が無限大 (垂直接線)を通 って

符号を変えるところ (転換点)で､安定性の変化が生 じる｡
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●少な くとも転換点の近傍では､正の接線を持つ分枝は負の接線の分枝より安定度が

高い｡

●接線がゼロ (水平接線)を通 って符号を変えるところは､安定性の変化には関係が

ない｡

2.平衡状腰 のシT)-ズと安定性の限界

ところで､カッツの韓文 【5】では次の点が不明瞭である｡すなわち､

●上に述べた判定法の証明は､環境によって指定される熱力学変数がひとつの場合 (非

平衡-のパラメーターは複数であるが)にしか与えられておらず､それが複数個ある

場合にどう扱 うべきかが自明ではない｡

●共役平面内に投影された平衡曲線の持つ接線の勾配とゆらぎの固有値 との一般的対

応関係が､明確に与えられていない｡

● この接線の勾配がゼロを通って符号を変える場合には､なぜ安定性の変化が生 じな

いのか明かでない｡

そこで､これ らの点に留意 しつつ､カッツとは多少異なった観点 (純熱力学的視点)か ら

安定性の限界を導いてみよう【6】｡

まず､熱力学的系の置かれた環境を指定する.これは､その系をコントロー-ルす る熱

力学変数 (txi)･i-1,2-n)と､それらを自然な独立変数に持つアシユー関数のタイプ

(F)が与えられた■ことを意味するoこのとき､各叫 こ対する共役変数は､X,･-･(aF/∂症

である (ただ し､盃i=(x̀ト xi)o従-て､平衡状態のシリーズが与えられている場合に

は､これ らは独立変数の関数 として計算できる (Xi(eq･)-X.･((xJ･))､以下ではこれが

滑 らかな曲線で､分岐等 も生 じない場合だけを考える)｡そこで､共痩変数をこの関数関

係か ら解放 して くわ とiX,･)を共に独立変数とみなし､それ らの変数を用いて書 き直 し

たlマシュー関数をF((x̀1,.(X,･))で表すと､これは非平衡状態に対 しても定義 された熱力

学関数 となる.すなわち､兵役変数の平衡値からのずれ (Ei≡ X̀ -X.･(eq.))は非平衡の
ノヽ

パラメーターとして働いているわけである.また､ここで導入 したFは､力学におけるハ

ミル トン関数 とある種の類似性を持っていると言えよう｡

系の安定性を判断するためには､その状態を平衡か ら少 し外 してみる必要がある｡現

実の系では､このような過程は､共役変数のゆらぎとして常に生 じていると考えてよい｡
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これに対 して､独立変数の方は､与えられた環境によって固定 されている｡数学的には､

h Iを固定 して､Fのffこ関する2次までの変分を計算すればよい.

･SF,･3･･,-;(臥 ,.,Ek, (62F,{ci,-冨(

629

6X}･6Xh){3,.}E,.Ek･ (1,

Jヽ
これ らの式中の各係数 はFの具体的な表式が与え られれば計算で きるのだが､特 に平衡

シリーズ上での値 に限れば､ルジャン ドル変換を用いて一般的な形で求 めることがで き

る.ある指定 された kに対 して､独立変数 Cたを Xたに取 り替えたマシ>一関数 を Ehと書
ノヽ

けば､これともとの関数 とは､Eh=F-xhXhで結ばれているo平衡状態のごく近傍でF

をEk+ 3hXkで置 き換えて計算すれば､1次の変分の係数は恒等的にゼロ､また 2次の非

対角項 もゼロになり.

･62F,{ci}ニー写成 人ニー(芸凱A-(a)
を得 る｡

(蛋)ご (2,

このように､非対角成分がゼロになることは､各ゆらぎのモー ドを独立 に扱 うことを

保証 していると共に､入kがその固有値であることを意味 しているo上の式 によれば､共役

平面内の曲線の接線の勾配は固有値の逆数を表 していることが判 る｡従って､2次の変分

は転換点 (勾配が発散す る点､例えば図 1(a)のP点)で固有値ゼロを通 って符号を変え

るが､水平勾配 (例えば図 1(a)のQ点)では土∞ を適 って符号を変える｡ この うち後者

が安定性の変化 と無関係であることは､固有値入の逆数がマシュー関数 Fの 3;に関す る2

階微分であることか ら明かである｡ すなわち､後者の場合この微係数がゼロを通 って符号

を変える｡ これは､マ シュー関数の変曲点に対応 している｡これ らのことは､図 1(a)杏

参照するとさらに良 く理解できるo共役平面かX内の曲線 は点 Qにおいて x軸 と平行 に

走っているので､a:方向の2階微分に逆比例する固有値はこの点で非平衡に関す る情報を

全 く含んでいないOこれに対 して､点Pでは曲線が x軸に垂直に走 っており､非平衡 に関

する情報を最大に含んでいると言えるO従ってこの点の近傍では､正の固有値はマシュー

関数の極大を､負の固有値は極小を意味する｡この様子を示 したのが図 2で､カタス トロ

フィー理論ではカスプ ･タイプに分類されているケースである.

図 1に戻 って､このゆ らぎのモー ドに対する安定性の変化をまとめようO点 Pの近傍

では､パラメーター Sが増加するとき接線の勾配は正か ら無限大を通 って負 に転 じ,それ

に伴 って平行状態は安定か ら不安定に変わる｡この例では､共役平面内に他の転換点 は存

在 しないので･これ以外に安定性の変化は生 じないo図 1(ち)には独立変数の関数.として

のマシュー関数が描かれているが､これは(a)図を∬軸方向に投影 して得 られる｡ 共役面
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内の転換点 はマシュー関数のカスプに対応 しており､また安定分枝は必ず不安定分枝の上

側に現れ る｡ゆ らぎのモー ドごとにこのような判定を行い､全てのモー ドに対 して安定

である部分が真に安定な状態である｡いままで考えてきた環境に対 して共役な環境 とは､

Xhを独立変数 として-恥を共役変数 とするものである.この立場は､図 1(a)で曲線をx

軸の正の側カモらながめることに相当するo従ってこの場合には､Qが転換点､Pが変曲点

に入れ替わる.また､マシュー関数 としてはFではなくEkをプロIyトしな くてはな らな

いo

3.まとめ

最後 に､以上のような考察か′ら得 られた安定性判定に関連する結果をまとめてお く｡

● ゆ らぎの各モー ドに対す る安定性の変化は共役図中の転換点でのみ生 じ､その近傍

での接線の勾配が正の分枝が安定､負の分枝が不安定である｡

●安定性の限界は､考える環境によって一般に異なる｡

● ゆ らぎの固有値は感受率 (比熱､圧縮率等)と関係を持つが､それらの結び付 き方

は環境を変えると変わり得るので､感受率の符号だけから安定性の判定はできない｡

●安定性の限界においては､常に関連するゆ らぎの二乗平均が発散する｡

参考文献

【1】 J･D･Bekenstein,Phys･Rev･D7(1973)2333;9(1974)3292;

J.M.Baxdeen,B.CarterandS.W.IIawking,Commun.Math.Phys.

31(1973)161;S･W･Hawking,Na･ture(London)284(1974)30.

[2] P･T.LandsbergandD.nanah,Colic.Phenom.3(1980)73;

D･nanahandP･T･Landsberg,ibid.3(1980)81.

[3】 S･InagakiandI･Eachisu,Publ･Astron･Soc･Japa･n30(1978)39;

M.Yoshizawaetal.,ibid.30(1978)279;

Ⅰ･IIachisuandD･S†glmoto,Prog･Theor･Phys･60(1978)123･

[4]0･Kaburaki,Ⅰ･Okam otoandJ･Katz,Phys･,Rev･D47(1993)2234;
J.Ka加,Ⅰ.Okamotoand0.Kabura.ki,Class.Quantum Grav.10(1993)1323.

[51 J･Katz,MomNot.R.Astron.Soc.183(1978)765;189(1979)817.

[6] 0.Xaburaki,submittedtoPhys.Lett.A.

- 122-
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XQ エp

(a)

(b)

図 1 共役平面内の平衡曲線 と､それに垂直にプロッ トされたマシュー関数o

ー /i --I

図2 転換点付近での拡張 されたマシュー関数の様子o

安定な平行状態 (極大)の系列か ら不安定な平行状態 (極小)の系列への推移が見て取

れ る｡
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