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研究会報告

活動期に入 りつつある球状星団の力学的進化の研究

稲垣省五 (京大理)

Abstract

球状星団の力学的進化の研究は 1995年 くらいか ら 1っの黄金時代を迎えると思われ

る.それについて展望する.

1.はじめに

この文章は,1989年に ｢天文月報｣に発表 した ｢留守番時代に入った球状星団の力学的

進化の研究｣̀(｢留守番｣という言葉は杉本先生か初めて使われた)の続編である.そのとき

は,球状星団の進化に関する研究はそれまでの 10年間に大 きく進展 し,これからの数年は

ごく少数の研究者 (留守番)だけが球状星団の研究をすれば良いという主旨の文章であった.

その文章では,留守番時代は,pdanticな仕事 と,観測との比較がなされるであろうと予想

したが,幸い観測との比較 というような意味の無い仕事はなされなかった.嘆味な理論 と暖

味な観測を比較 しても得 るところは何 も無いか らである.その上,この数年の問に重要な準

備が幾つかされて,1995年頃から,また球状星団の研究の大発展期になると思われる.

･この文章では 1980年代の主な仕事を先ずふり返 り,次にこの数年 にされた重要な研究

について述べ,最後に 1995年頃から~の発展期について展望する.

その前 に,球状星団の力学の特徴を述べよう.球状星団は約 106 個の星か らなる星団

で,その緩和時間は約 108年で,字音年齢より短い.恒星系では力学的 timescaleld と緩

和時間 i,の間に

ir2品 d (1)

の関係があるため,球状星団では緩和時間は力学的 timescaleよりはるかに長い.このよう

に,球状星団は collisionalstellarsystemの格好の題材である.

2.1980年代の発展

ここでは,概略だけを述べる.詳 しくは参考文献 (稲垣 1987等)を見て戴 きたい.

Gravothermalinstabilityに関 し̀ては,Antonov(1962)が提唱 し,Lynden-Belland
Wood(1968)が西洋社会 にひろめたが,それを分か りやすい形にしたのが,llachisuand
Sugimoto(1978)であった.lIachisuandSugimotoは,静水圧平衡の仮定の下に,エントロ

ピー摂動 Ss(¢)(¢-M,/M)と温度摂動 ST(¢)を GreenfunctionF(卓,g)で結びつけた:

ST(¢)-LlF(卓,41)Ss(4')叫′. (2)

F(少,U)は比熱の逆数の意味を持つ.HachisuandSugimotoは gravothermalinstabilityが

起 こるような状況で,Fが負になる与とを見事に示 した.lIachisuandSugimotoはガスモ

デルを用いたが,恒星系で同様の解析を Inagaki(1980)が した.

Gravotllermalinstabilityが起 こった後,球状星団の進化が自己相似的に起 こることを

指摘 したのは Lynden-BellandEggleton(1980)であった.彼等は Fokker-Planck近似の範
囲内では有限時間で球状星団の中心密度が無限大になることを指摘 した.これらのことをシ

ミュレーションで示 したのは Cohn(1980)であった.Cohnは緩和時間の十数倍で中心密度
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が無限大に成 ることを示 した.字音年齢が球状星団の緩和時間の 100程度であるので,潔

刻な問題を提起 した.

この問題を回避 したのが,Inagakia･ndLynden-Bell(1983)の post-collapseevolution
という概念である. これは,球状星団の中心密度が無限大になる前に,連星が出来,膨張に

転 t;るとい うものである. これを機に post-collapseevolutionの研究は非常に盛んにな り,

球状星団甲進化の研究の一つの黄金時代をもた らした.

そのなかで,SugimotoandBettwieser(1983)の gravothermaloscillationsの提起 は

大議論を引き起 こした.1984年 に Princetonで開催 された, IAUSymposiumⅣ0.113で

gravothermalムscillationsの存在は大いに議論 され,大部分の研究者は garvothermaloscilla-
tionsはnumericalartifactであろうと思っていた.しか しなが ら,Gravothermaloscillations

については,その後 Colm etal･(1986)や Goodman (1987),HeggieandRa.mamani

(1989)によ-て ･少なくとも･ガスモデルやフォツカー ･ブランク ･モデルのような連続体
モデルでの存在は確立 された. しか しながら,Ⅰnagaki(1986)が問題点を捷起 したように N
体系で起 こるかどうかは明かでない.

Inagakiの議論は次の通 りである.Gra･vothermaloscillationsを起 こすためにはcoreの

中で inversetemperaturegradientをっ くらな くてはならないが,それが粒子数 100位の所

では,ゆらぎにかき消 されて しまうのではないだろうか? これに対す る部分的解答は Heggie
etal.(1993)で与え られたが,まだ充分 とは言えない.

Cohn(1980)の業績の大切 さは,orbit-averagedfbkkeトPlanck方程式の直接数値積分
を可能にしたことである.これにより,球状星団の力学的進化 を精密に追 うことが出来るよ

うになり,InagakiandWiyanto(1984)や InagakiandSaslaw(1985)に見 られるよう多成
分系の星団の進化を追 うことも可能になった.

また,Goodman(1987),ⅡeggieandRamama.ni(1989)によって,N の大 きさにより,

gravothermaloscillationsの様子が変わることが明 らかになったことも重要である.即 ち,

N ≦7000では monotonicalexpansion,7000≦N ≦15000で regularoscillations,N 之
15000daoticoscillationが起 こるということである.このため,Ⅳ 体計算で gravothermal
oscillationsが起 こるかどうか知 るには,N巴20000の計算が必要で, これは現在の計算機

の能力を越えている二

2.留守番時代の活動

2.1.活動期への準備

-つの重大な事件持,Sugimotogro-1pで重力多体問題専用計算機 GRAPE が開発

され,1995年頃には Tera-flOpsmachineが出来 る見通 しであることである.これにより,

N-20000程度の計算が可能になり,N 体系で gravothem alos云llaionsが起 こるかどうか

直接分かることである.

もう一つ の･重要 な準備 は,あまり目立たない間に された.その序章 は Inagakiand
Lynden-Bell(1990)が orbit-averagedFokker-Pla.nck方程式に対する変分原理を発見 したこ

とに始まる.Orbit-averagedFokker-Pla･nck方程式は非線形非 自己随伴型の方程式であるた

め,通常の変分原軌 ま適用できない. しか しなが ら,GlansdorfrandPrigogine(1964)の提

唱 した,localpotentialを用いると変分原理に持ち込める.Lynden-Bellが orbit-averaged
fbkker-Planck方程式を変分形式に善 くのに執着 していたため,この仕事はなされたが,In-
agakiはこれが実用 になるとは夢にも思わなかった.変分法 と言 うのは,testfunctionを与

える必要があるため,答えの分かっている問題以外には適用できないと思 ったか らである.
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この変分原理に実用性を与えたのが Takahashi(1993)である.彼は testfunctionと
して,区分多項式を用いると,任意の関数を近似することに気がついた.従って,予め関

数形の分かっていない問題で も解ける! Takahashi(1993)では 1次元の既に答えの分
かっている問題に適用 したが,彼の方法は一般的なため,任意の次元の問題に適用可能であ

る.Orbit-averagedFokker-Planck方程式の数値積分は,1次元の場合 ChangandCooper
(1970)schemeがあるため数値積分がう･まく行ったが,2次元以上の場合にChangandCooper
schemeが拡張できないため,2次元以上の orbit-averagedFokker-Planck･方程式を精度良

く数値積分す ることが出来なかった.この意味で Takahashiの美徳 は画期的である.

2.9.その他の活動

B.I.で述べた 2っの業績はど顕著ではないが.,注 目すべき仕事はいくつかある.1っ

は,Breedenetal.(1990)の gravothermaloscillationsのカオス性に関す る研究である.

彼等 は.gravothem aloscillatinSの様子を (po,qo,e)(poは中心密度･qoは中心の velocity
dispersion,E≡t,odlnpo/di,i,oiま中心での緩和時間)の 3次元空間にプロットしてア トラ
クターが現われることを示 した.

Ta.kah弧hiandlnagaki(1991)はstochasticenergy.sourceを与え串ときのgra･votherma･l
oscillationsの様子を調べた.Gravotherma.loscillationに影響を与えるゆらぎとして,コアの

中の星の数が少ない為のゆら.ぎと,連星によるheatingが stoch.asticであることによるもの

とがあるが,彼等は後者の影響を調べた.そして,Nef5000でもgra.vothermaloscillations
に似た coreoscillationsがあることを兄いだした.

Giercz?ndSpurZem(1993)は N 体 シミ-レー ションとanisotropicga予modelの比較
をした. Gierczは 30個位の N 体 シミュレーシ9ンを組み合わせると,noISeを 数パーセ

ン トに抑えることが出来,ガスモデルのような連続体モデルと定立的比較が出来ることを示

した.

Spurzem andTakahashi(1993)は anisotropicgasmodel,isotropicFokker-Planck
model,Ⅳ 体モデルの比較をして,速度分布の非等方性が重要であることを示 した.

Heggieetal. (1993)inversetemperaturegradiehtが粒子系でかき消 されるかどう

かを確かめるために,Eeggiea.ndRamamani(1989)のガスモデルで inversetemperature
gradientが現われた状態を 20000個の粒子で近似 して,その内.内側の 3151個だけの粒子

の N 体 シミュレー ションを行なった.その結果,gravothermalexpansionが起 こることが

分かった.従 って,問題は粒子系で inversetempera.turegradientが起 こるかという問題だ
けとなった.

lIeggieetal.は Lagrangianradiiの powerspectraが 1/f2に比例することも示 した.
これは Brown運動 と同 じと言 うことで注意深い.

3.輝か しき未来

1っは Tera-flopsの計算速度を出す,GRAPEが現われることである.N-20000程

度の星団の N 体 シミュレーシヲンの重要性は gravothermaloscillationsの問題 と関連 させ

て既 に述べた.高速度 GRAPEにより,より現実的なモデルの計算 も可能になるが,これ

はあまりされないであろう.留守番時代にもこのような計算をすることはできたが,誰 も興

味を示 さなかったからである.いい加減なモデルといい加減な観測を比較 して;云々するこ

とのむなしさを球状星団の力学屋は知っており,宇宙論屋 も早 くこのような賢さを身につけ

るべきである.
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もう一つの未来は, 2次元, 3次元の orbit-averagedFokker-Planck方程式の数値積分
に依 って達成 される.〟-106 の Ⅳ 体 シミュレーションが可能になる時代がなかなか来な

い以上,暫 くは,分布関数 という統計的性質に満足 しなければならない.む しろ少数粒子に

よるゆ らぎが問題になること以外は Fokker-Planck方程式の方が優れている.これまで,2
次元以上の Fokker-Planck方程式の数値積分は精度の問題があり,出来なかったが,原理的

問題は Takahashi(1993)に依 って解決 された.後は,速度の非等方性なり,回転な りを適

当に Fokker-Pla.nck方程式に取 り入れ,計算するだけである.銀河中心核の問題 と関連 し

て,回転 している恒星系や blackholeを中心に含む恒星系の進化が精力的に調べ られるで

あろう.

fbkkeトPlanck方程式を扱 うとき.その collisionterm は一様無限系 の collisionterm

を基にしている.これが必ず しも正 しくないことは,太陽系の問題 (Ida1990)などで知 られ

ており,blackholeを含むような恒星系や,星団の中心のようにharmonicpotential に近い

ところでは正 しくない可能性がある.このような基本的問題 も近い将来解決すべきである.
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