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１．はじめに

H O氷は，現在の太陽系とその母胎となった原始太陽

系星雲の外惑星領域における主要な固体成分の一つであ

る．高温の内惑星領域では氷は気化してしまい，それ自

身が惑星の材料になることはない．しかし，氷は星雲の

グローバルな物質輸送の担い手として，外惑星領域だけ

でなく，内惑星領域の物質進化にも重大な影響を及ぼし

た可能性がある．

最近有力視されている仮説によれば，始源的な隕石物

質に見出される酸素同位体組成の不均質性は，分子雲で

合成された重い酸素同位体に富むH O氷を纏った固体

塵が内惑星領域へ効率的に輸送されることによって説明

される．この仮説に従えば，太陽系に限らず，一般に惑

星系の形成以前に原始惑星系円盤内で大規模な固体成分

の再配置が起こっていたことが示唆される．固体成分の

再配置は，原始惑星系円盤内の物質進化へ影響するだけ

でなく，最終的に形成される惑星系の質量配置をも決め

る重要な過程である．

本論文では隕石学的制約，太陽系の質量分布，原始惑

星系円盤の観測とその理論的理解を繫ぎあわせ，原始惑

星系円盤のグローバル物質輸送において氷が果たした役

割を明らかにしたい．

２．始源的隕石の酸素同位体組成不均質

酸素は太陽系では水素・ヘリウムに次いで３番目，固

体物質の中ではもっとも存在度が大きい元素である．酸

素の安定同位体には質量数が16，17，18のものがあり，

地球ではそれぞれ99.757：0.038：0.205の割合（原子百

分率）を占めている．酸素同位体組成は縦軸と横軸にそ

れぞれδ Oとδ Oを取った三同位体図を用いて表す．

ここでδ値は試料に含まれる酸素同位体比 O/ O，

O/ Oの標準試料値からの偏差を千分率（‰）で表した

ものである．

蒸発凝縮過程や大部分の同位体交換反応に伴う同位体

分別は質量差に依存する．すなわち，より質量差が大き

いほどより大きな質量分別が起こり，δ O値の変化は

δ O値のそれの約２倍になる．そのため地球物質はほと

んどが傾き約1/2の線上にのる．これを地球分別線とい

う．

原始惑星系円盤中に浮遊していた塵粒子が機械的に集

合し，その後ほとんど変質していないと考えられる物質

が始原的隕石である．典型的な始原的隕石では，珪酸塩

液滴が急冷して生じたmmサイズの球状粒子であるコ

ンドリュールが体積の過半を占める．これに加えてCa

とAlに富む難揮発性包有物（CAI）が含まれており，こ

れらはmm以下からcmサイズまで広いサイズ分布を

持つ．コンドリュールとCAIを一つ一つ測定すると，こ

れらの酸素同位体組成は地球分別線から外れ，三同位体

図上でほぼ傾き１の直線上に乗るように分布する．

このような隕石構成物質の示す酸素同位体組成の系統

的な不均質性は，原始太陽系星雲に O， Oに選択的に

富む物質リザーバーと，反対に Oに富む物質リザー

バーが存在し，これらに由来する物質がさまざまな割合

で混合することによって生じたと解釈できる．

Yurimoto and Kuramoto は分子雲の天文観測デー

タと原始惑星系円盤の力学進化理論に基づき，不均質な

酸素同位体組成の起源を次の二段階過程によって説明し

た．

まず分子雲において，存在度の低いC OとC O分子

ガスは，これらを光解離する波長の紫外線が分子雲内部

領域にまで到達できるために，選択的に分解される．こ

れに対して存在度の高いC O分子ガスは自己遮蔽効果

によって分子雲の表皮領域でしか光解離されない．光解

離で生じた酸素原子は，塵表面での水素化反応によって

H O分子に取り込まれる．こうしてH O氷は存在度の

低い酸素同位体 Oと Oに選択的に富むようになる．

またその分別は Oに対する質量差には依存しないと考

えられる．
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それぞれが惑星科学における重要な未解明問題である．本論文では，一見無関係なこれらの問題が，
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実際に分子雲ではCO分子の非質量依存の同位体分別

が観測されている．また原始太陽系星雲でH Oが重い

酸素同位体に富んでいることは，始原的隕石に含まれて

いる金属鉄や硫化物がH Oと反応して生じたと考えら

れる酸化物の酸素同位体組成からも確かめられている．

最近Sakamoto et al. は，母天体上での変成度がもっと

も低い隕石とされるAcfer 094のマトリックス中から，

硫化鉄がH Oによって酸化されたと解釈できる磁鉄鉱

様の複合結晶相粒子を発見し，その酸素同位体組成が

δ O，δ Oともにおよそ＋200‰であることを明らかに

した．この値は分子雲で期待される分別の大きさと適合

していることから，原始太陽系円盤のH O分子のもつ

初期同位体組成を代表しているかもしれない．

第二の段階はCOとH O間で分離した酸素同位体組

成の珪酸塩への伝播である．原始惑星系円盤中で，塵粒

子はガスよりも大きな速度で中心星へ向かって降着す

る．そのため，内惑星領域にはそこへ落ち込んでくる氷

を纏った塵から蒸発した水蒸気が次第に濃集する．これ

に伴い，内惑星領域の平均酸素同位体組成は Oと O

に富むようになる．ここでコンドリュール形成などの加

熱過程などを介して，珪酸塩粒子と気相間で同位体の均

質化が起こると，珪酸塩の酸素同位体組成も Oと O

に富むようになる．このシナリオは，始原的隕石構成物

の酸素同位体組成と形成年代間の相関と定性的には調和

的である． Al法やPb-Pb法による年代測定では，基本

的にコンドリュールはCAIよりも形成年代が100－200

万年程度若い ．そして酸素同位体組成はコンドリュー

ルのほうが，より Oと Oに富んでいる（図１）．

しかしながらこのシナリオまだ荒削りである．特に内

惑星領域の酸素同位体組成の進化には，塵粒子の大規模

な再配置を想定しているが，惑星を作るのに十分な固体

成分を同時に残すことができるのか，また100万年程度

の形成年代幅を持つコンドリュール間で酸素同位体組成

の変動が小さいように見える事実が説明できるのかが，

疑問として残る．

３．原始惑星系円盤における物質輸送

これらの疑問に答えるためには，原始惑星円盤におけ

る物質輸送過程をきちんと解く必要がある．本節では，

酸素の主要な物質リザーバーであるH O，珪酸塩，COの

円盤内輸送を定式化し，円盤各位置における平均酸素同

位体組成の時間進化をシミュレートする．各物質リザー

バーは上述の分子雲における非質量依存性の分別過程を

経て，それぞれ異なる同位体組成を持つ．すなわち，H O

は分子雲の平均的な化学・同位体組成（太陽組成）に比

して O， Oに選択的に富み，それと釣り合うように

COは Oに富む．珪酸塩はこの過程には関与しないた

め，太陽組成の酸素同位体組成を保持している．

3.1 各物質リザーバの輸送方程式

COは円盤全域で気相中に存在するため，主にH から

なる円盤ガスの運動に結合して輸送される．円盤ガスの

乱流粘性降着による輸送は

∑

t
＝
3
r r 

r
r
∑ νr (1)

で記述される．ここで，∑ は円盤ガスの面密度，νは乱

流粘性係数である．乱流粘性のαモデル を用いると，

ν＝αcH と表される．ここで，αは乱流の強さに影響す

る無次元パラメータ，cは音速，H は円盤ガスのスケー

ルハイトである．円盤ガス面密度をCOの面密度に直す

には，Σ に太陽組成でのCO/H 存在量比を乗じれば良

い．

次に，H Oおよび珪酸塩の輸送を考える．これらの物

質は円盤の温度に応じて固体・気体両方の形態を取り得

る．つまり，円盤は内側ほど高温であることから，H O

および珪酸塩は円盤温度が自身の昇華温度と等しい地点

（蒸発領域）よりも外側では固体塵として，内側では気体

として存在する．

蒸発領域より内側における，分子種 i（iはH Oまたは

珪酸塩）の気相中での輸送は

∑

t
＝
3
r r 

r
r
∑ Dr ＋Sδr－r (2)

で記述される．ここでΣ は気相中の分子種 iの面密
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図１：地球物質およびアエンデ隕石（CV3コンドライト）の

CAIおよびコンドリュールに対する三酸素同位体図．δ値は
地球の平均標準海水（SMOW）を基準とした値である．ほと
んどの地球物質は原点を通る傾き約1/2の直線（地球分別線，
図中の実線）上にプロットされる．これに対して，コンドライ
ト物質は傾き約１の直線上に乗る．コンドライト物質のデー
タにはClayton の分析結果を用いた．
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度，D は乱流拡散係数で，D＝νと仮定する．右辺は r

に位置する蒸発領域において分子種 iが蒸発または凝縮

することに伴う固気相間の交換項で，S は正味の蒸発

率，δ(x）はデルタ関数である．一方，蒸発領域より外側

における分子種 iの固相中での輸送には乱流による拡散

に加えてガス抵抗による塵粒子の動径移動の効果が含ま

れ，

∑

t
＝
3
r r 

r
r
∑ Dr

－
1
r r

∑ vr －Sδr－r

(3)

で記述される．ここで，∑ は固相中の分子種 iの面密

度，v はガス抵抗により生じる塵粒子のガスに対する動

径速度で，塵粒子の典型的な半径 dの関数として，

v～－
t d
t

c
v

(4)

で与えられる．ここで，t (d）は半径 dの塵粒子の停

止時間で，円盤ガスに対する相対速度がガス抵抗によっ

て1/eに減少するのに要する時間として定義される．右

辺が負であることから，この移動は円盤の内側へ落ち込

む方向となる．塵粒子が成長すると慣性が大きくなり，

t は増加する．よって，塵の典型的サイズが大きいほど

内向き移動は高速になる．円盤環境下で固体，気体の両

形態を取り得る分子種が，固気相中でこの動径速度の分

だけ異なる輸送率で輸送されることが，本モデルにおい

て円盤各位置におけるH Oの混合比，ひいては平均酸

素同位体組成を変動させる本質的原因である．

乱流の強さや，それぞれの蒸発領域の位置を決めるた

めには円盤温度に関する情報が必要であるが，これは中

心星からの照射や粘性散逸を熱源として考慮した単純な

放射伝達モデル から計算する．

3.2 塵粒子の典型的サイズ，動径速度

塵粒子の動径速度を決定するためには，円盤各位置に

おける塵粒子の典型的サイズを決定しなくてはならな

い．粒子サイズを決定する物理過程には様々の想定を置

くことができ，塵粒子の付着成長過程について多数の研

究が行われているものの決定的な説はいまのところな

い．また天文観測にも空間分解能の限界があり，現時点

では内惑星領域まで含めた粒子サイズ進化を観測的に解

明するには至っていない．そこで以下では，円盤降着の

原因である乱流過程によって塵粒子サイズが決まるとす

る理論を展開する．このモデルでは，塵粒子間の衝突速

度がある限界値を上回ると反発や衝突破壊が生じて衝突

付着が起こらなくなることを想定する．こうした描像は

塵粒子の衝突実験 の結果からも支持される．

衝突速度の限界値（以下，付着限界速度と呼ぶ）は塵

粒子の化学組成に依存し，珪酸塩粒子の付着限界速度は

H O氷粒子の1/10程度であることが衝突過程の理論的

解析 から見積もられている．このことは，円盤内の塵粒

子の付着限界速度は氷蒸発領域において不連続に変化す

ることを示唆する．すなわち，塵粒子の付着限界速度は

外惑星領域では塵表面を覆うH O氷の付着限界速度に

等しいが，内惑星領域では珪酸塩の付着限界速度となる．

乱流状態にある円盤ガス中で，半径 d，d（1m≫d

d）の塵粒子間の衝突速度は

v ～
t d
t

v (5)

で与えられる ．ここで，t はその位置におけるケプラー

時間，v は最大乱流渦の流速である．再び乱流粘性の

αモデル を用いると，v ＝ αcである．t ，よって

v は塵粒子の付着成長とともに増加する．やがて衝突

速度が付着限界速度 v と等しくなると，そこでその塵

粒子の成長は停止する．よって，付着成長で達し得る最

大サイズ d は

t d
t

v ＝v (6)

により見積もられる．ここで，d は局所的に決定され，

動径方向の移動の履歴に依らないことを仮定した．この

仮定は，塵粒子の成長時間が太陽への落下時間に比べて

十分短い場合，すなわち

t
t

＝
4ρ v d

ρv r
≪1 (7)

の場合には妥当であると考えられる．ここで，ρ ，ρは

それぞれ塵粒子のバルク密度，空間密度である．通常の

円盤環境ではこの条件は十分満たされる．付着成長過程

の数値シミュレーション によれば，大きな塵粒子ほど

塵の総質量に占める割合が大きくなる傾向がある．よっ

て，d をその位置における塵粒子の典型的サイズとし

て用いる．（6）式を用いて塵粒子の動径速度（4）式を書

き直すと，

v～－
v
αv

(8)

となる．ここで，v（≡ GM /r，M は中心星質量）は

その位置におけるケプラー速度である．円盤全域でαが

一定だと仮定すると，外惑星領域でダストの動径速度の

絶対値は中心星からの距離に応じて増加する．また，氷

蒸発領域では塵の組成が変わるため付着限界速度が不連

続に変化するが，このことは塵の動径速度にも影響を与

えることが分かる．つまり，内惑星領域では塵は付着性

に乏しい珪酸塩からなるため，外惑星領域に比べ d 及
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び t (d ）が小さく，従って動径速度も小さくなる．

3.3 初期物質分布― 観測される円盤と太陽系の差異

円盤ガスおよび塵の初期面密度分布には，SED観測か

ら求められた降着期の原始惑星系円盤に典型的なもの

を採用する．すなわち，半径100-1000AU，塵総質量

0.001M ◉ で，塵面密度の分布はベキ乗則∑ ∝r に従

う．円盤内縁は中心星から0.01AUの位置に固定し，そ

こでは塵が中心星へ自由に降着すると仮定して面密度を

０とする．円盤ガスの面密度分布は直接観測から決定す

ることが難しいため，単純に塵面密度を100倍（太陽組

成におけるガス／ダスト質量比）したものを初期条件と

して与える．

注目すべき点は，この初期条件が現在の太陽系の固体

質量分布と大きく異なることである．太陽系の各惑星の

固体質量および軌道半径から再現された〝最小質量"原

始太陽系星雲 の固体面密度分布は∑ ∝r の形で

与えられ，半径は高々40AU程度である．すなわち，降

着期に比べ惑星形成期の円盤では固体成分はより内側の

領域に集中して存在していたことが示唆される．同様の

傾向は，複数の系外惑星系から復元された〝系外最小質

量"星雲の固体面密度分布 にも見られる．

観測される円盤と完成した惑星系との間の固体質量分

布の差異はこれまであまり議論されていなかった重大な

問題であるが，この点については3.5節で議論する．

3.4 その他の初期条件・パラメータ

中心星の性質として，T Tauri型星に典型的な質量1

M ◉，半径2R◉，表面温度4000Kを用いる．

αおよびH O氷の付着限界速度 v はパラメータ

で，それぞれ10 －10 ，0.3－3m s の範囲で振る．珪

酸塩の付着限界速度としては0.1v を用いる．また，

塵粒子の空𨻶率は0.9とする．

H O，珪酸塩，COの相対存在度および酸素同位体組成

を表１にまとめる．ここで用いたδ値は太陽組成を基準

としており，図１で用いた地球の平均標準海水を基準と

したものとは異なることに注意を要する．珪酸塩が主に

エンスタタイト（MgSiO）からなるとすると，太陽系元

素存在度 から酸素原子の総存在数を14としたとき珪

酸塩の存在数は３となる．また，炭素原子が全て酸素原

子と結合し安定なCOになっていると仮定すると，その

存在数は７に決まる．残り４の酸素がH Oに配分され

る．H OとCOの初期分別には大きな不定性があるが，

ここでは比較のためにYurimoto and Kuramoto が仮

定した値と同程度に設定する．

3.5 結果と議論

図２に代表的な結果（r ＝300AU，α＝3×10 ，

v ＝1m s ）を示す．

まず，固体成分（H Oおよび珪酸塩）の面密度分布の

進化について議論する（図２左）．円盤降着開始後，氷を

纏った塵粒子がガス抵抗により内向きに移動するのに伴

い，円盤の外縁領域から固体面密度が減少し始める．こ

のとき同時に，惑星が形成される中心星から数十AUま

での領域では逆に固体面密度が増加していく．これは，

（8）式から円盤の外側ほど塵の動径速度の絶対値が大き

く，より外側に位置していた塵粒子がより内側の塵粒子

に徐々に追いつきつつ輸送されるためである．

氷蒸発領域（この計算では3AU付近）の近傍では，こ

表１：各酸素キャリアーの相対存在度，初期同位体分別

Property/Reservoir  H O 珪酸塩 CO

昇華点(Ｋ) 160 1350 －

相対存在度 4 3 7

δ Ｏ ＋105 0 －60

図２：固体面密度（左図）および局所的平均酸素同位体組成（右図）の動径分布．細実線，長破線，短破線，点線はそれぞれ t＝
0，3×10，10，2×10 年に対応する．左図中の太実線は現在の太陽系の固体質量分布から復元された〝最小質量"原始太陽系星
雲モデル を示す．
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れとは別な過程も固体面密度の増加に寄与する．外惑星

領域からは，氷を纏った塵粒子の内向き移動によりH O

が効率的に供給される．一方，氷蒸発領域で塵から気化

した水蒸気は乱流拡散によって輸送されるが，これは氷

を纏った塵粒子の輸送よりも緩慢である．このため，内

惑星領域でH Oが停滞し，濃集する．水蒸気の一部は外

惑星領域へもしみ出して再凝縮するため，そこで固体面

密度が増加する．

さらに注目すべき点は，珪酸塩塵もH Oと同様に氷

蒸発領域の近傍および内惑星領域で濃集し，固体面密度

の増加に寄与する点である．内惑星領域では，塵表面か

ら付着性の良い氷が取り除かれるため付着限界速度が減

少し，塵粒子は細粒化する．これに伴い（8）式から動径

落下速度が減少し，塵はガス運動とよりよく結合して輸

送されるようになる．このため，水蒸気の場合と同様に

珪酸塩塵が濃集する．またシミュレーションの結果，こ

のときの珪酸塩塵の典型的サイズはコンドリュールのそ

れと同程度になることが分かった．このことから，コン

ドリュールの典型的サイズは珪酸塩からなる塵粒子が付

着成長によって達せられる最大サイズとして解釈できる

かもしれない．

こうして，固体成分の分布は円盤の外縁部で減少し，

逆に内側領域に集中して存在するように進化する．よっ

て，原始惑星系円盤の固体質量分布が降着段階と惑星形

成段階で大きく異なる理由が本モデルにより説明される

可能性がある．

次に，円盤の局所的な平均酸素同位体組成の進化につ

いて述べる．Yurimoto and Kuramoto の結果と同様，

水蒸気の濃集に伴って内惑星領域の平均酸素同位体組成

は O， Oに富む方向へと進化する．このシミュレー

ションから新たに分かったことは，円盤酸素同位体組成

進化の時間スケールである．図２から，この計算では

CAIとコンドリュール間の組成差40‰が10 年以下の

短い時間スケールで達成されることが見てとれる．これ

はCAIとコンドリュールの形成年代差に比べ十分短く，

両者の酸素同位体組成差が隕石年代学からの制約とも整

合的に再現され得ることが示された．

この後2×10 年程度の間，内惑星領域の酸素同位体組

成は時間的にも空間的にもほぼ一定に保たれる．これは

内惑星領域における珪酸塩塵と水蒸気の太陽組成に対す

る濃集度がほとんど同じであり，その平均酸素同位体組

成が珪酸塩とH Oの初期分別の平均値だけでほぼ決定

されるためである．この期間中に内惑星領域で珪酸塩塵

と円盤ガス間の同位体交換が効率よく起こっていたとす

れば，CAIの形成から1－2×10 年を経て形成されたコ

ンドリュールが，形成位置・年代に依らずほぼ同じ酸素

同位体組成を持っていることも説明される．

また同期間中，惑星形成に必要な固体質量が中心星か

ら数十AUまでの領域に保持される．よって，塵の大規

模な再配置を必要とするこの酸素同位体組成進化のシナ

リオは惑星形成理論とも矛盾しない．もしこの後も塵粒

子が小さなサイズのままでいれば，最終的にそのほとん

どが中心星に落ち込んでしまい，円盤から惑星の材料物

質が失われてしまうことになる．しかし，コンドリュー

ル形成後に円盤ガスの乱流が十分に減衰していれば，塵

は円盤中心面に沈殿し高密な塵層を形成する．これが自

己重力不安定によって分裂することにより，もはやガス

抵抗の影響を受けないkmサイズの微惑星が形成され

るかもしれない．

最後に，酸素同位体組成進化の時間スケールおよびそ

のパラメータ依存性について議論する．内惑星領域にお

いてH Oの濃集が持続する時間スケールτは，初期に

円盤外縁に存在した塵が中心星まで到達するのに要する

時間から見積ることができる．これは r ，αおよび

v に依存し，

τ～2×10
r

300AU
α

3×10
v
1m s

年

のように表される．

４．まとめ

ガス抵抗による塵粒子の内向き移動は原始惑星系円盤

において普遍的な過程である．この移動による塵の再配

置過程がいつまでも続いた場合，円盤中の固体成分の大

部分が中心星に落ち込み，惑星の材料物質が枯渇してし

まう．この問題は塵落下問題と呼ばれ，これまでは専ら

惑星形成過程のボトルネックとして捉えられてきた．

しかし上述したように，むしろ塵がある程度内向きに

輸送されることにより，始源的隕石に見られる酸素同位

体組成の不均質性や観測される原始惑星系円盤と現在の

太陽系における固体質量分布の差が，統一的に説明され

る可能性がある．微惑星形成過程に依然不明瞭な点が残

されてはいるものの，今後は塵の再配置を原始惑星系円

盤における必然的な過程として考慮した上で，円盤の進

化や惑星の形成といった過程を議論していく視点が重要

になるだろう．
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abstract:
We perform a numerical simulation on the global trans

 
port process of O-poor H O and silicate in a proto

 
planetary disk to examine whether the process is respon

 
sible for the oxygen isotopic systematics observed in

 
chondritic components without any conflicts with observa

 
tion of protoplanetary disks and theory of planet forma

 
tion.
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