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相対論的、、、?

•運動エネルギーが相対論的

速度がほぼ光速＝＞ローレンツ因子＞＞１

•熱エネルギーが相対論的

•磁気エネルギーが相対論的

運動エネルギー＞＞静止質量エネルギー

熱エネルギー＞＞静止質量エネルギー

磁気エネルギー＞＞静止質量エネルギー
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リコネクションの理論モデル（の一部）

Sweet-Parkerモデル Petschekモデル
Sweet ’58, Parker’57 Petschek ’64

http://www.psfc.mit.edu
磁気エネルギーは拡散領域内で
オーム散逸によって散逸

拡散領域は局所的に存在している
磁気エネルギーは主にMHD slow shockで解放

一様抵抗モデルで実現 局所抵抗モデルで実現
ガス圧勾配によって加速 磁気張力によって加速

R � (log RM )−1R � R−0.5
Mエネルギー変換効率 エネルギー変換効率

遅いエネルギー変換 速いエネルギー変換

以降、反平行磁場を考えます。ガイド磁場ありはこの後の小出さん・森野さんに注目

アルヴェーン速度まで加速 アルヴェーン速度まで加速

2011年6月22日水曜日

http://www.psfc.mit.edu
http://www.psfc.mit.edu


赤：物理計算
青：数値解法の構築

近年の相対論的抵抗性MHD研究の発展
2006年　渡邊 & 横山　相対論的Petschek リコネクション研究

2007年　Komissarov　HLL法に基づく数値解法の構築

2009年　Palenzuela et al.　IMEXコードに基づく数値解法の構築

2009年　Dumbser et al.　PnPmコードに基づく数値解法の構築

2010年　銭谷 et al.　様々な抵抗モデルでのリコネクション実験

2011年　高橋 et al.　相対論的Sweet-Parkerリコネクション研究

(何故か)この分野は日本人が独占

日本人がたくさんやっているので身近
若手の人は質問しやすいので手を出しやすいかも

Ugai - Sato論争を考えてみるとリコネクションは日本のお家芸？

日本人はリコネクションが好き？

2011年6月22日水曜日



リコネクションの興味

1. なぜリコネクションが起きるのか　～電気抵抗の起源～

2. リコネクションによる粒子加速　～非熱的粒子の生成過程～

3. リコネクションによるエネルギー変換率

　リコネクションアウトフローの速度は？

4. リコネクションレート

効率的なエネルギー変換は可能か？

2011年6月22日水曜日



非相対論的Sweet-Parker
リコネクションによる加速

•X軸に沿った運動方程式

•誘導方程式

•ガウスの法則

•非圧縮を仮定 Bi, pi, vi
Y

X

アウトフロー速度～アルヴェーン速度

アウトフロー速度

Sweet ’58, Parker ’57, Priest & Forbes ’98

X方
向に

積分

y方
向の

圧力
バラ

ンス

Bo, po, vo
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相対論的Sweet-Parker
リコネクションによる加速

•磁気エネルギーが全て運動エネ
ルギーに変換されると仮定 Bi

Y

X

•連続の式

•エネルギー保存式 •アウトフローのローレンツ因子

•アルヴェーン速度
　（をローレンツ因子で表すと）

相対論的リコネクションではsuper Alfvénicなフロー！？

Blackman & Field, Lyutikov & Uzdensky ’03

注) σ ≡ B2

4πρc2γ2
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リコネクションレート
リコネクションレート：
　どれだけ早く磁気エネルギーを熱/運動エネルギーに変換できるかの指標

インフロー

アウトフロー

2-dim PIC
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リコネクションレート
リコネクションレート：
　どれだけ早く磁気エネルギーを熱/運動エネルギーに変換できるかの指標

インフロー

アウトフロー

インフロー
（ダスト）

モーター（電気抵抗）

自発的リコネクション
の概念図

2-dim PIC

アウトフロー
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リコネクションレート
リコネクションレート：
　どれだけ早く磁気エネルギーを熱/運動エネルギーに変換できるかの指標

インフロー

アウトフロー

インフロー
（ダスト）

モーター（電気抵抗）

自発的リコネクション
の概念図

どれだけ早くプラズマを吸い込めるか
＝インフロー速度はどの程度か。
インフロー速度をアルヴェーン速度で規格化
したものをリコネクションレートと呼ぶ

2-dim PIC

アウトフロー
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リコネクションレート
リコネクションレート：
　どれだけ早く磁気エネルギーを熱/運動エネルギーに変換できるかの指標

インフロー

アウトフロー

インフロー
（ダスト）

モーター（電気抵抗）

自発的リコネクション
の概念図

どれだけ早くプラズマを吸い込めるか
＝インフロー速度はどの程度か。
インフロー速度をアルヴェーン速度で規格化
したものをリコネクションレートと呼ぶ

アウトフロー
（ところてん）

誘発的リコネクションの概念図

インフロー

2-dim PIC

アウトフロー
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リコネクションレート
非相対論的磁気リコネクション

相対論的磁気リコネクション

ここでアウトフロー速度は（磁気エネルギーが運動エネルギーに変換されると）
磁気エネルギー＞＞静止質量エネルギーの場合、ローレンツ収縮の効果で

リコネクションレートが大きくなる（Blackman & Field ’94, Lyutikov & Uzdensky ’03)

Bi

Y

X

:磁気レイノルズ数

質量保存の式（定常を仮定）
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リコネクションの興味

1. なぜリコネクションが起きるのか　～電気抵抗の起源～

2. リコネクションによる粒子加速　～非熱的粒子の生成過程～

3. リコネクションによるエネルギー変換率

　～磁気エネルギー→何エネルギー？　アウトフローの速度は？～

磁気エネルギー＝＞運動エネルギーとすると超相対論的アウトフロー生成？

4. リコネクションレート

　～効率的なエネルギー変換は可能か？～

磁気エネルギー＝＞運動エネルギーとすると速いリコネクションが可能？
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X

Y

密度

resistive MHD

電流を決める式->Ohm’s law

相対論的散逸性磁気流体
シミュレーション

σ = 20
RM = 200

2011年6月22日水曜日



一様電場に加えてpile-up領域で強い電場->粒子加速
Y方向にelongateした薄い電流層が形成(SP reconnection)
電流層は電場が卓越した拡散領域になっている
拡散領域では高温に加熱されたプラズマ流が形成

overview (β=0.1)
密度 Vy温度 Ez

2011年6月22日水曜日



アウトフロー速度

B1R2
B2R2

B2R10
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X=0で一番速いアウトフロー速度を持つ場所の軌跡をプロット

強磁場

弱磁場
拡散小

拡散大

磁場が強い(自由エネルギー大)ほどアルヴェーンマッハ数が小さい！！
アルヴェーンマッハ数は拡散の大きさにはそれほどよらない

準相対論的アウトフロー速度
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リコネクションレート
磁気レイノルズ数=200で固定、σを変えた場合(σ=20, 10, 5, 2.5)

リコネクションレート

リコネクションレートは
プラズマベータ(磁場強度）に
ほぼよらない

→相対論的リコネクションでも
リコネクションレートの増大は見られない

強磁場

弱磁場
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energy composition

inflow
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相対論的リコネクションのアウトフローでは熱エネルギーdominant
熱エネルギーは流入する磁気エネルギーに比例

強磁場 強磁場
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ベルヌーイの式

•連続の式

•エネルギー保存式

•ベルヌーイの式

磁気エネルギーが熱エネルギーに変換されると思うと...

Lyubarsky ’05, HRT et al. ’10 outflow
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＊熱エネルギーが慣性として働いているために速いアウトフローは作られない
＝＞（ローレンツ収縮による）リコネクションレートの増大も見られない
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リコネクションレート
- Faradayの式

- Ampereの式

- Ohmの法則

- 連続の式

→

→
これらからBi, jz, Ezを消して

Bi

Y

X

熱エネルギー優勢になったアウトフローはγ~1
->リコネクションレートの増大はおこらない

リコネクションレート
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リコネクションレート

Y=0におけるリコネクションレート

Rm=200

σ = 20
σ = 10

σ = 5
σ = 2.5
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リコネクションレート

Y=0におけるリコネクションレート

リコネクションレートは
　- プラズマベータにほとんどよらない
　- 電気伝導度(磁気レイノルズ数)大ほど小さい

Rm=200

Rm=100

Rm=500

Rm=1000

σ = 20
σ = 10

σ = 5
σ = 2.5
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リコネクションレート

0.01

100 1000

Y=0におけるリコネクションレート (X,Y)=(5,0)におけるリコネクションレート

リコネクションレートは
　- プラズマベータにほとんどよらない
　- 電気伝導度(磁気レイノルズ数)大ほど小さい

リコネクションレートは磁気レイノルズ数
Rmと関係 ~ Rm-0.5

非相対論的リコネクションと同じ結果

Rm=200

Rm=100

Rm=500

Rm=1000

σ = 20
σ = 10

σ = 5
σ = 2.5

σ = 20
σ = 10

σ = 5
σ = 2.5
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まとめ

Q. 超相対論的(super Aflvénic)アウトフローは作られるか

A. つくられない
　磁気エネルギーは熱エネルギーに転換されてしまい、
　それによって実効的な慣性がふえるため

Q. リコネクションレートの増大はおきるのか

A. おきない
　アウトフロー速度は準相対論的(γ~1)なのでローレンツ収縮の
　効果はみえない
　Sweet-Parker型磁気リコネクションは非相対論的な場合と同様
　遅いリコネクション

熱エネルギー増大によるプラズマ慣性の増大とう相対論的効果の結果
エネルギー変換効率は非相対論的リコネクションモデルの結果に一致

2011年6月22日水曜日



無衝突リコネクションの場合は？
pair plasma中での無衝突リコネクションの場合
2.5次元PICシミュレーション

MHDと同様にやはり熱エネルギーが卓越
アウトフロー速度もそれほど速くない

ただし！！
　- エネルギー変換率は大きい（抵抗の起源が異なる）
　- pairプラズマではSweet-Parker的だが、ionが入ると全く異なる

HRT, Hanawa, Matsumoto ’09

2011年6月22日水曜日
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Fig. 4.—Left: Plot of plasma b dependence of , , ,d/d r /r (d/d)(r /r )out in out in

and for relativistic reconnection. Right: Plot of plasma b dependence ofgout
, , , and for nonrelativistic reconnection ( ).!2d/d r /r (d/d)(r /r ) g P p 10out in out in out 0

ativistic regime, while under the(d/d)(r /r ) ! 0.14–0.18out in

nonrelativistic regime. Therefore the product of the two terms
is roughly constant in both regimes, and we can state the effect
of the Lorentz factor, namely, that the Lorentz contraction is
an important factor in determining the reconnection rate under
the relativistic regime.
Let us summarize this Letter. The motivation of this study

is to investigate relativistic effects of magnetic reconnection
for application to high-energy phenomena. For this purpose,
we have (1) developed a new resistive relativistic MHD code,
and (2) done numerical simulations of relativistic magnetic
reconnection. From our study, we have obtained that the out-
flow velocity approaches the speed of light and that due to the
high inflow velocity, a high reconnection rate is obtained. For
the enhancement of the reconnection rate, we find that the effect
of the Lorentz contraction is significant, which is suggested by
Blackman & Field (1994). However, our results also support
the suggestions of Lyubarsky (2005), especially regarding the
physics of jump conditions at slow shocks. We recognize that
simulations at the ultrarelativistic regime are required, and so
we would like to report these results in future.

The authors are grateful to T. Terasawa, M. Hoshino, S.
Koide, S. Shibata, M. Kino, and S. Zenitani for fruitful dis-
cussions. This work was supported by facilities of JAXA.
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Petschekリコネクションの場合は？

Sweet-Parker：　
　圧力勾配力による加速　＝　加速効率が悪い
Petschek：
　磁気張力による加速　＝　熱エネルギーを介さない

アウトフロー速度はアルヴェーン速度まで加速
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Fig. 1.—Two-dimensional density distributions of typical model ( )b p 0.1
at and . Solid lines show magnetic field lines, and arrows showt p 50 t p 100
velocity vectors.

Fig. 2.—One-dimensional distributions of various physical quantities of
typical model ( ) parallel to the x-axis across at . Dis-b p 0.1 y p 10 t p 100
played variables are (a) proper density r, (b) proper gas pressure P, (c) tem-
perature T, (d) current density , (e) x-component of velocity , (f) y-com-j vz x

ponent of velocity , (g) x-component of magnetic field , and (h)v B /Bx 0y

y-component of magnetic field . Dashed lines show calculated down-B /By 0

stream values, using upstream values shown by dotted lines based on the
analytical jump conditions.

Fig. 3.—Plot of time dependence of (a) inflow velocity at (x, y) p (4, 0),
(b) maximum inflow velocity [almost same as the velocity at the edge of the
anomalous resistivity spot (x, y) ! (!0.8, 0)], (c) outflow velocity, and (d)
outflow 4-velocity for several values of initial plasma b. Each velocity in (a),
(b), and (c) is normalized with Alfvén velocity outside the current sheet. Time
is normalized with Alfvén transit time. Solid line, ; dotted line,b p 0.1 b p
; dot-dashed line, ; dashed line, .0.2 b p 0.5 b p 1.0

the same as the inflow velocity at the edge of anomalous re-
sistivity spot ( and ). Each line shows the casex ! !0.8 y p 0
for a different value of b. The outflow velocity reaches inCA0
all the cases. However, we obtain higher inflow velocity with
lower b (higher ). This means higher causes higherC CA0 A0

reconnection rate . In other words, reconnection rate isv /CA0in

higher at the relativistic regime.
For a steady state reconnection, we can also express the

reconnection rate by using the conservation of mass at the
steady state, , so that we obtain the! · (Dv) p ! · (grv) p 0
following equation:

v d routin ! g , (12)outv d rinout

where and are proper density of the inflow and ther rin out

outflow region, and is the Lorentz factor of the outflowgout
velocity; d and d are evaluated by , where v is thed/d p tan v
angle between the y-axis and the slow-shock plane. We set the
Lorentz factor of the inflow velocity . Figure 4 showsg " 1in

the dependency of , , , and on initiald/d r /r (d/d)(r /r ) gout in out in out

plasma b under the relativistic regime ( ) and under theP p 1.00

nonrelativistic regime ( ). From these panels, we can!2P p 100

see the similar behaviors of ratios and in both re-d/d r /rout in

gimes. Furthermore, under the rel-(d/d)(r /r ) " 0.11–0.14out in

リコネクションレート

アウトフロー速度が大きいため、
γの分だけエネルギー変換効率
は増大する

Watanabe & Yokoyama ’06No. 2, 2006 SIMULATIONS OF RELATIVISTIC MAGNETIC RECONNECTION L125
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(b) maximum inflow velocity [almost same as the velocity at the edge of the
anomalous resistivity spot (x, y) ! (!0.8, 0)], (c) outflow velocity, and (d)
outflow 4-velocity for several values of initial plasma b. Each velocity in (a),
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is normalized with Alfvén transit time. Solid line, ; dotted line,b p 0.1 b p
; dot-dashed line, ; dashed line, .0.2 b p 0.5 b p 1.0

the same as the inflow velocity at the edge of anomalous re-
sistivity spot ( and ). Each line shows the casex ! !0.8 y p 0
for a different value of b. The outflow velocity reaches inCA0
all the cases. However, we obtain higher inflow velocity with
lower b (higher ). This means higher causes higherC CA0 A0

reconnection rate . In other words, reconnection rate isv /CA0in

higher at the relativistic regime.
For a steady state reconnection, we can also express the

reconnection rate by using the conservation of mass at the
steady state, , so that we obtain the! · (Dv) p ! · (grv) p 0
following equation:

v d routin ! g , (12)outv d rinout

where and are proper density of the inflow and ther rin out

outflow region, and is the Lorentz factor of the outflowgout
velocity; d and d are evaluated by , where v is thed/d p tan v
angle between the y-axis and the slow-shock plane. We set the
Lorentz factor of the inflow velocity . Figure 4 showsg " 1in

the dependency of , , , and on initiald/d r /r (d/d)(r /r ) gout in out in out

plasma b under the relativistic regime ( ) and under theP p 1.00

nonrelativistic regime ( ). From these panels, we can!2P p 100

see the similar behaviors of ratios and in both re-d/d r /rout in

gimes. Furthermore, under the rel-(d/d)(r /r ) " 0.11–0.14out in
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相対論的、、、?

•運動エネルギーが相対論的

速度がほぼ光速＝＞ローレンツ因子＞＞１

•熱エネルギーが相対論的

•磁気エネルギーが相対論的

運動エネルギー＞＞静止質量エネルギー

熱エネルギー＞＞静止質量エネルギー

磁気エネルギー＞＞静止質量エネルギー

Sweet-Parker

Petschek

オーム散逸を仲介

磁気張力による加速
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Sweet-Parkerは速くならないのか？
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Sweet-Parkerは速くならないのか？
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1. アウトフロー速度は殆ど加速されなくなる
　→少しは加速される
　もっと大きいシミュレーション領域なら加速される？
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計算領域を広げてより長い計算を行った
磁気レイノルズ数=1000

引き延ばされた電流層でティアリング不安定性が成長
→stochastic なリコネクション
　（Sweet-Parkerとは全く異なる描像)

Preliminary

この場合、リコネクションレートはレイノルズ数に
よらなくなる（もしくはレイノルズ数に比例して速くなる）
可能性がある。

　今後に期待してください

tearing不安定性の成長
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1. アウトフロー速度は殆ど加速されなくなる
　→少しは加速される
　もっと大きいシミュレーション領域なら加速される？

2. 熱エネルギーがおおきいために加速できなくなった
　→熱を引き抜いてやればいいのでは？
　冷却の効果は？

温度
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Sweet-Parkerは速くならないのか？
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1. アウトフロー速度は殆ど加速されなくなる
　→少しは加速される
　もっと大きいシミュレーション領域なら加速される？

2. 熱エネルギーがおおきいために加速できなくなった
　→熱を引き抜いてやればいいのでは？
　冷却の効果は？

相対論的散逸性輻射磁気流体コード
Relativistic Resistive Radiation MHD (R3MHD)

温度
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とりあえず相対論的理想輻射磁気流体
コードを開発中 (HRT, Ohsuga, Sekiguchi, Inoue, Tomida ’11)

基礎方程式
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とりあえず相対論的理想輻射磁気流体
コードを開発中 (HRT, Ohsuga, Sekiguchi, Inoue, Tomida ’11)

詳細は第五回BH磁気圏勉強会で！基礎方程式
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とりあえず相対論的理想輻射磁気流体
コードを開発中 (HRT, Ohsuga, Sekiguchi, Inoue, Tomida ’11)

詳細は第五回BH磁気圏勉強会で！

特色として
　輻射と流体の相互作用を陰的に解く
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基礎方程式
それはあんまりなので、、、

その他、輻射輸送や衝撃波管問題などもやっ
てます

2011年6月22日水曜日


