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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、数値シミュレーションを用いて大質量星の重力崩壊時に出現するジ
ェットのダイナミクスを明らかにすることである。本研究では大質量星の重力崩壊とジェット伝搬を切り分け
個々の現象を精度良く求めた。その結果、重力崩壊にともなう磁束の保存によりマグネタークラスの磁場が形成
される場合にはジェットが駆動されることがわかった。一方、ジェット伝搬においては、磁場を含まないジェッ
トは振動にともなう慣性力を起源とする流体不安定性の成長の影響でジェット形状が崩れジェット外媒質との混
合が生じジェットの流体速度が減速することがわかった。

研究成果の概要（英文）：The aim of this study is to reveal the dynamics of the jet associated with 
the core-collapse of the massive star. To this end, we separately performed numerical simulations of
 the supernova explosion and the jet propagation. We had mainly two achievements. The magnetically 
driven jet is launched and propagates along the rotational axis of the massive star when the 
magnetar-class magnetic field is formed due to the magnetic flux conservation as a result of the 
gravitational collapse of the massive star. In addition, we found from the jet propagation 
simulations that the jet velocity is decelerated due to the growth of the local hydrodynamic 
instability which origin is the inertia force of jet oscillations when the purely hydrodynamic jet 
propagates through the ambient medium.

研究分野： 天体物理学

キーワード： 大質量星　ジェット　数値シミュレーション

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
相対論的ジェットのダイナミクスは、大質量星の重力崩壊時に出現するジェットだけではなく、銀河中心にある
巨大ブラックホール近傍から駆動される活動銀河核ジェットにも共通する物理である。特にジェット伝搬中の安
定性の議論は、スケールの違いはあるがそのまま応用可能である。本研究課題で明らかにしたジェット振動にと
もなう慣性力を起源とする流体不安定性の成長によるジェット形状の変化は、活動銀河核ジェットの電波観測に
よる形態の分類の物理的起源に迫る手がかりとなる可能性を秘めている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 大質量星の重力崩壊時に出現する超相対論的ジェットのダイナミクスは、宇宙物理学におけ
る解明すべき大きな謎の一つである。ジェットの駆動、加速、およびジェット最大の特徴である
収束性（ジェット半径に対し伝搬方向に何桁も安定してプラズマが流れる構造）を無矛盾に理解
する必要がある。 
 観測から少なくともいくつかのガンマ線バーストには重力崩壊型の超新星爆発が付随するこ
とがわかってきている。また一方で超新星 1987A や超新星残骸である Cas A などからは、双極
状爆発およびジェット構造が観測され、超新星の非球対称爆発が注目を浴びている。両者とも超
新星爆発と非球対称なアウトフロー構造を有しているが、そのアウトフロー速度には決定的な
違いがある。どのような条件のもとで、超相対論的ジェットであるガンマ線バーストが生じるか
は分かっていない。ガンマ線バーストや超新星爆発の際に生じる元素合成や放射を定量的に理
解するためには、大質量星の重力崩壊に伴う爆発現象およびその際駆動されるジェットのダイ
ナミクスの解明が必要不可欠である。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、大質量星の重力崩壊時に生じるジェットの統一的な描像を構築することで
ある。一部の超新星爆発とガンマ線バーストには「大質量星の重力崩壊」と「ジェット」という
共通した状況が生じる。それらを差別化する指標として鍵になるのがジェットの加速およびそ
れに関わるジェット構造の安定性である。数値シミュレーションを用いて大質量星の特徴や磁
場強度を系統的に変化させ、ジェットの加速機構を解明することで大質量星の最終進化段階に
おける分岐の起源に迫ることを目指す。 
 
３．研究の方法 
 大質量星の重力崩壊時に出現するジェットのダイナミカルレンジは大質量星内部の駆動領域
から星を突き破り星周空間の伝搬領域にかけて何桁にも及ぶ。計算資源の制約から大質量星の
重力崩壊現象およびジェットの星間空間での伝搬を 1 つの計算領域で精度良く解くには困難を
極める。そこで数値シミュレーションを(1)大質量星の重力崩壊、(2)ジェット伝搬に切り分け、
それぞれの領域で生じる物理現象を精度良く解像する。(1)では大質量星の質量、磁場強度、回
転に対する応答を詳細に調べ、(2)ではジェットを特徴付ける物理パラメータに対する伝搬中の
速度、安定性への応答を詳細に調べる。 
 
４．研究成果 
(1)大質量星の重力崩壊シミュレーション 
 超新星の典型的な爆発エネルギーである
1051 erg より爆発エネルギーが 10倍程大き
く 1052 erg に達する極超新星の爆発メカニ
ズムには、大質量星の爆発メカニズムの主
流になりつつあるニュートリノ加熱に加え
て磁場が何らかの役割を果たすと期待され
ている。そこで、大質量星に磁場が存在する
場合の重力崩壊現象をニュートリノ輻射輸
送込みの電磁流体シミュレーションを用い
て調べた。図 1 は、27 太陽質量の親星
(s27.0, Woosley et al. 2002)が回転して
いない場合に重力崩壊し、コアバウンス後
に生じた衝撃波の時間発展を示したもので
ある。球対称の一次元計算（磁場なし）で
は、停滞衝撃波の復活は生じなかった。一
方、軸対称二次元計算（磁場あり）では、停
滞衝撃波の復活が生じ、爆発へと転じた。
親星の初期磁場強度依存性は、磁場が強い
ほど停滞衝撃波の復活の開始がわずかに遅延することを示した（200 ms あたりで青色の線は赤
色の線に比べて立ち上がりが遅れている）。 
詳細に解析した結果、爆発につながる流体のダイナミクスにおける磁場の寄与はほとんどな

く、ニュートリノ加熱メカニズムで爆発が生じていることがわかった。停滞衝撃波の復活におけ
る磁場強度の違いによる遅延の原因を解明すべく乱流スペクトルを確認したところ、磁場が強
いほどスケールが大きい領域に比べてスケールが小さい領域での乱流の生成が抑えられている
ことがわかった。これは、小スケールでは曲率半径が小さな値をとり磁気張力が大きくなるため

図 1：大質量星(s27.0)が重力崩壊し中心核がバウ
ンスした後の平均衝撃波の位置。モデルは大質量
星の初期磁場強度(B0)による違い。1D HD は一次元
磁場無しモデルを表す。その他は磁場あり二次元
軸対称モデル。 



大スケールに比べて流体の動きが制限されて
いることに起因すると考えられる。 
親星の質量に対する依存性を確認すべく、

15.0、18.4 太陽質量の親星 (s15.0, s18.4, 
Woosley et al. 2002)に対しても初期磁場強
度を変化させ重力崩壊現象の数値シミュレー
ションを行ったところ、s27.0 の親星と同じく
強磁場である程、停滞衝撃波の復活の立ち上
がりにおいて遅延を示した。これはこれまで
考えられてきた磁場が爆発をサポートすると
いう研究結果 (e.g., Obergaulinger et al. 
2014)とは反対のセンセーショナルな結果で
ある一方、超新星爆発シミュレーションにお
いて数値計算コードにおけるニュートリノや
磁場の取り扱いが結果に対して非常に繊細で
あることを投げかけるメッセージ性の高い研
究成果である。 
 回転していないいずれの親星モデルにおい
ても大質量星コアの初期磁場が強い(1012 G 程
度)モデルは、重力崩壊にともなう磁束の保存
により自然なかたちでプロトマグネターが形
成された。マグネターは、通常の中性子星より
磁場強度が 3桁程大きい 1015 G に達する強磁
場中性子星である。また、親星が回転している
モデルでは、初期磁場が強くプロトマグネターが形成された場合には、回転軸方向に磁気流体ジ
ェットが駆動された（図 2参照）が、プロトマグネターが形成されない弱磁場モデルではジェッ
トは駆動されなかった。 
(2)ジェット伝搬シミュレーション 
 ジェットを加速するうえでジェット構造の安定性は重要な要素である。ジェットの形状が崩
れるとジェット外媒質との混合が生じ加速効率が悪くなる。ジェットは伝搬する際、ジェット外
媒質との圧力差により自然なかたちで動径方向に振動する。ジェットとともに動く系に移動す
ると振動を引き起こす圧力勾配力とバランスする慣性力がドライビングフォースとなり、ジェ
ットの境界で流体不安定性が成長する（Matsumoto & Masada 2013）。そこでこの流体不安定
性の成長がジェットの速度に与える影響を解明すべく相対論的ジェットの伝搬シミュレーショ
ンを行った。 

 
 ジェット伝搬を特徴付ける物理パラメータに、ジェット媒質と伝搬する媒質の慣性の比、およ
び内部エネルギーが慣性に寄与する程ジェットが熱的であるかどうかの 2 つがある。慣性の大
小、熱的かどうかのいずれの組み合わせ（4パターン）においても三次元計算においては、上記
の慣性力に起因する流体不安定性の成長がジェット境界で確認された。それにともないジェッ
ト形状が崩れジェット外媒質との混合が生じジェットの流体速度が減速された（図 3 参照）。一
方、上記の流体不安定性は非軸対称モードであるため軸対称二次元計算では不安定性が成長し
ないことが想定され、三次元計算と同じ物理パラメータで実行したところ不安定性が成長せず
流体速度が保たれることが確認された。現実世界は三次元であるため、ジェットを効率よく加速
するためにはこの不安定性の成長を抑える効果が必要となる。 
 本研究課題では、(1)と(2)のシミュレーションにおける個々の物理現象の理解は進んだが、
(1)で駆動されたジェットの伝搬・加速の系統的なパラメータサーベイにまでは至らなかったた
め、大質量星の進化の最終段階における分岐の完全解明にまでは至らなかった。その解明の鍵と
なるジェット加速を理解するためには、更なる大規模パラメータサーベイにより駆動されたジ
ェットをモデル化し、伝搬を解くことでジェットの統一的な描像を構築する必要がある。 

図 2：回転あり s27.0 親星モデルの一例（強磁場
モデル）。磁気流体ジェットが駆動され、回転軸
方向にジェットが伝搬している。 

図 3：ジェットの伝搬軸（z 方向）に沿ったジェット中の流体速度（vz）の構造。cは光速を表
す。黒線は二次元軸対称計算、赤線は三次元計算の結果。 
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