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中性子星 内殻 (neutron star inner crust)

中性子星 (NS):
半径 9-15 km
質量 1-2 M⊙

内殻 (inner crust):
厚さ 1 km
質量 1 % of NS

内殻 = 原子核格子 ＋ 超流動中性子の海

Its excitation mode impacts on
 中性子星冷却
 Glitch (sudden speed-up of rotation)
 Quasi-periodic oscillation (starquake, 星震) etc.
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どの様な集団励起モードが現れるのか？



松柳「現代の核構造論」ミニマム

対相関

低密度領域( 原子核表面)で 対相関が強くなる。

Matsuo, PRC73, 044309.

Inner crust



対相関ダイナミクスが新しい冷却機構？

低温 and/or 高磁場下では電子冷却が抑制されて、格子振動
（原子核励起）と Anderson-Bogoliubov mode (pair rotation)
の連成モードが優位になる。 Aguilera+, PRL102, 091191,

Cirigliano+, PRC84, 045809,
Chamel+, PRC87, 035803.

Anderson-Bogoliubov mode:
collective phonon in superfluid
related to broken U(1) symmetry,
“pair rotation’’ in nuclear physics.

www.mpq.univ-paris7.fr

(pair potential)
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Background:
• 中性子星内殻の性質は中性子星を調べるのに重要。
• 中性子星内殻では対相関の性質が特に重要。
• 対相関の集団励起モードが中性子星の冷却機構に影響を与えそう。
• だが、中性子星内殻の励起モードはよく分かっていない。

Motivation:
• 中性子星内殻でどの様な集団励起モードが現れるのか、微視的な計

算で明らかにする。
• 原子核格子と超流動中性子の海を同時に扱った計算。

Method:
• Wigner-Seitz cell で中性子星内殻を表現する。
• 球形の HFB + QRPA 計算。



SLy4

V0 は自由空間での中性子の散乱長 a = -18 fm を再現するように、
h, a は核力の運動量依存性を simulate するように決められている。

Akamal+, 
PRC58, 1804

HF potential : SLy4

Hartree-Fock-Bogoliubov (Bogoliubov-de Gennes)

Pair potential : DDDI-bare

中性子過剰核や中性子物質の性質をよく表す
と考えられている Skyrme parameter set

Matsuo+, NPA 788, 307c.



Spherical box with Rbox = 20 fm

Dirichlet-Neumann condition:
Inputs
• Proton number Z
• Neutron chemical potential ln

Simulated inner crust



QRPA (Linear response calc.)

• 連続状態は Dirichlet-Neumann 境界条件で離散化されている。
励起スペクトラムも離散化されている。

• 残留相互作用 の一部に Landau-Migdal 近似を用いており、
自己無撞着な計算ではない。

重心移動モードのエネルギーがゼロになるように残留
相互作用を Renormalize している。

Matsuo, NPA 696, 371.
Matsuo+, NPA 788, 307c.



Excitation of inner crust

“GDR”



Excitation of inner crust



Transition density

due to Dirichlet-Neumann condition



Transition density

AB mode (pair rotation):
large & with opposite signs.

Higgs mode (pair vibration):
large & with same signs.



Transition density

AB mode は原子核内部に入らない。

(原子核格子の存在が影響している)



-dependence of AB mode



-dependence of AB mode



が大きい時に、AB mode が
原子核励起 (lattice phonon)と
couple している。

（→ 冷却機構への影響）

Coupling of AB mode & lattice phonon



Coupling of AB mode & lattice phonon

が大きい時に、AB mode が
原子核励起 (lattice phonon)と
couple している。
 AB mode と原子核が反跳?

 発現条件などはまだ不明。



-, Z-dependence of AB mode

Hydrodynamics calc.

• 陽子数 の影響は小さい。
• (原子核格子を考慮した) hydrodynamics に近い。



Summary
1D HFB+QRPA で中性子星内殻の双極励起モードを計算した。
• ほぼ全ての場合で、対相関の励起 Anderson-Bogoliubov mode が

低励起エネルギー領域に現れた。
• AB mode は原子核内部には入らない。
• の増加に伴って、遷移密度 は緩やかに変化する。
• が大きい時に、AB mode は 原子核励起と couple する。
• 陽子数 Z の影響は小さい。

Perspective

• 単極励起モードや四重極励起モードの計算。
• 比熱などの観測量の計算へ。


