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相対論的、、、?

•運動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

� � 1

•熱エネルギーが相対論的
熱エネルギー＞＞静止質量エネルギー

p

�c2
� kBT

mpc2
� 1

•磁気エネルギーが相対論的
磁気エネルギー＞＞静止質量エネルギー� � B2

4��c2�2
� 1

•輻射エネルギーが相対論的
輻射エネルギー＞＞静止質量エネルギー

E�
r

�c2
� 1

•重力エネルギーが相対論的
重力エネルギー>>静止質量エネルギー
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Non-relativistic MHD reconnection 
model

Sweet-Parker model Petschek model
Sweet ’58, Parker’57 Petschek ’64

http://www.psfc.mit.edu

磁気エネルギーはオーム散逸によって
プラズマのエネルギーへ

磁気エネルギーはオーム散逸＋遅い衝撃波によっ
てプラズマのエネルギーへ

エネルギー変換効率は電気抵抗に
強く依存

エネルギー変換効率は電気抵抗に
あまり依存しない

outflow speed ~ Alfén vel. outflow speed ~ Alfén vel.
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Outflow velocity and reconnection rate

Bi, pi, vi

X

Bo, po, vo

Outflow velocity and reconnection rateOutflow velocity and reconnection rate
リコネクションレート
インフローの速度で定義
＝拡散領域に入ってくるポインティ
ングフラックスの大きさに対応

定常リコネクションを考える
!インフローとアウトフローの間で質量保存

Bi, pi, vi

X

Bo, po, vo

Bi, pi, vi
(1)

磁気エネルギーの半分程度が運動エネルギーに変換されたとすると
!非相対論的プラズマ (ρc2 >> B2/8π)

!相対論的プラズマ (ρc2 << B2/8π)
→式(2)よりBが大きいほどアウトフロー速度は光速に近づく
→式(1)よりリコネクションレートはローレンツ因子の分だけ増大する？

=(圧縮比)
x (アスペクト比) 
x (ローレンツ収縮)

→→ (2)
vo

c
� VA

c
=

�
B2

4��c2
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Maximum outflow velocity on the plane of x=0.

アルヴェーン４元マッハ数は磁場が強いほど下がっているように見える
準相対論的アウトフロー Takahashi+ 11
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Relativistic Sweet-Parker MRX

Relativistic Resistive Magnetohydrodynamic (R2MHD) simulations color: ρ
curve: B
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101

磁気リコネクションによるエネルギー変換

磁気エネルギーの大半は熱エネルギーに変換され、overpressureに

アウトフローのエネルギー構成

熱エネルギーと運動
エネルギーの比

インフローの磁気エネルギー密度大

磁気エネルギーと運動
エネルギーの比

h =
�

1 +
4p

�
+

B2

4���2

�
�

ベルヌーイ定数

定常リコネクションではインフ
ローとアウトフローの間でhはほぼ
保存していると考えられる

•連続の式

•エネルギー保存式

Lyubarsky ’05, HRT et al. ’10

�i�iviL = �o�ovo�
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Einstein says..

エネルギーと質量は等価である

E = mc2
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Einstein says..

エネルギーと質量は等価である

エネルギーを取ると

E = mc2
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101

Reconnection rate

磁気エネルギーの大半は熱エネルギーに変換されている
-> 熱エネルギーはプラズマの慣性として働く
-> プラズマは加速されにくくなるのでローレンツ因子はせいぜい１程度
-> ローレンツ収縮の効果は効かないのでリコネクションレートは変化せず
-> SP型リコネクションは非相対論的プラズマ同様、遅いエネルギー変換

アウトフローのエネルギー構成

ratio of thermal 
to rest mass energy

インフローの磁気エネルギー密度大

0.01

100 1000

磁場の強さによらない

磁気散逸の大きさに強く依存

ratio of magnetic
to rest mass energy

reconnection rate
β=0.1
β=0.2
β=0.4
β=0.8

磁気散逸率小
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相対論的ペチェック型リコネクション
Zenitani+ ’10

-アウトフロー速度~アルヴェーン速度
　（磁気テンションが強く働く)
- リコネクションレートは(多分磁気散逸の
強さによらず)大きい
- 磁気エネルギーが大きい場合にはローレン
ツ収縮によってリコネクションレートが多
(Watanabe & Yokoyama ’06).

- 熱エネルギーは運動エネルギーと同程度に
なる (Zenitani ’09)

Uout ~ UA

Strong Bweak B

ou
tfl
ow

 fo
ur

ve
lo
ci
ty

Zenitani, HRT, Takamoto, Bessho ’12

Watanabe & Yokoyama ’06
Zenitani+,’10
Zanotti & Dumbser ’11
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相対論的MHDリコネクションのまとめ

運動エネルギー
熱エネルギー

磁気エネルギー
オーム散逸

磁気張力

SPリコネクションの
エネルギーの流れ

運動エネルギー
熱エネルギー

磁気エネルギー
オーム散逸オーム散逸

磁気張力

SPリコネクションの
エネルギーの流れ

加速

減速

運動エネルギー

熱エネルギー

磁気エネルギー
オーム散逸
shock 磁気張力

PCリコネクションの
エネルギーの流れ

加速

減速

遅いアウトフロー速度
遅いエネルギー変換
速い変換への遷移も十分にあり得る

速いアウトフロー速度
速いエネルギー変換
速いアウトフロー速度

PCリコネクションの

運動エネルギー

熱エネルギー

磁気エネルギー
オーム散逸オーム散逸
shockshock 磁気張力

PCリコネクションの
エネルギーの流れ

加速加速

減速減速
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High energy astronomical environment...,
Radiation effect cannot be ignored

Ohsuga ’09

Radiation energy is comparable to the 
other plasma energy in the supercritical 

accretion flow.

Neutron 
Star  Star  

AGNAGN
L~10L~10L~101414cmcm

L~10 cmL~1066cmcm

Solar Solar 
coronaecoronae

stellar 
mass 
B.H. 

L~106cm

mean free path for
electron scattering
free-free emission

We develop the Relativistic
 Resistive Radiation MHD (R3MHD) code.
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放射の効果（想像）
相対論的天体現象でリコネクションが起きる場合、非常に高温な
プラズマが生成されるため、放射冷却の効果を無視できない

ᨲᑏ෫༴

෫༴䛱䜎䛩䛬₵䜒䜑
㻐㻡 䝊䜦䝮䝷䜴Ꮽᏽ䛴ㄇ㉫

(c)冷却効果によって圧縮性が上がるため、
リコネクションレートが上がる

(b)冷却によって電流層が潰れ、アスペ
クト比が小さくなってテアリング不安定
を誘起（もしくはその逆かも）

(a)相対論的リコネクションでは熱エネル
ギーが大きくなりすぎる事が速いアウトフ
ロー＆エネルギー変換を妨げていた
冷却効果が効く場合は？

オーム散逸 磁気張力

エネルギーの流れ

圧力勾配

冷却効果によって圧縮性が上がるため、

ギーが大きくなりすぎる事が速いアウトフ
オーム散逸 磁気張力

エネルギーの流れ

圧力勾配

運動エネルギー

熱エネルギー

オーム散逸

磁気エネルギー

輻射エネルギー
放射冷却

減速
加速

加速加速に効く触媒
減速かも

(d)電流層で熱不安定の成長？ (Uzdensky & 

McKinney’10)

(f)放射抵抗の効果？
相対論的抵抗性輻射磁気流体コード(R3MHD)の開発
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相対論的(抵抗性)輻射磁気流
体方程式の数値解法
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輻射輸送方程式
I: Intensity (単位時間、単位面積、単位立体角、単位振動数あたりのエネルギー）

輻射輸送方程式～Boltzmann方程式
ただし光に力は働かないので運動量微分はない

Iは空間３次元＋位相空間３次元＋時間＝７つの自由度を持つ
　→これを解くのは難（Boltzmann方程式が難しいのと同じ）

立体角、振動数で積分した量を定義（モーメントをとる)

光のエネルギー密度

光の運動量密度

光による応力

輻射輸送方程式～Boltzmann方程式

�I

�t
+ n ·�I = �(S � I)
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輻射のモーメント式

輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分

注意：左辺の輻射場は実験室系、右辺の輻射場は共動座標系
これらはローレンツ変換で結ばれている

原理的にはこれらを解けば良い。見た目にもそれほど汚くない式

数値計算の観点からは、、、
　左辺は実験室、右辺は共動座標となっていて非常に汚い
　ローレンツ変換して実験室系にそろえてみる

輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分

�I

�t
+ n ·�I = �(S � I)Intensityに対する輻射輸送方程式：

　7個の独立変数で解くのは大変

κ：吸収係数、σs：散乱係数、B: 黒体放射強度
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輻射のモーメント式

輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分
移流（伝搬）

注意：左辺の輻射場は実験室系、右辺の輻射場は共動座標系
これらはローレンツ変換で結ばれている

原理的にはこれらを解けば良い。見た目にもそれほど汚くない式

数値計算の観点からは、、、
　左辺は実験室、右辺は共動座標となっていて非常に汚い
　ローレンツ変換して実験室系にそろえてみる

輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分

�I

�t
+ n ·�I = �(S � I)Intensityに対する輻射輸送方程式：

　7個の独立変数で解くのは大変

κ：吸収係数、σs：散乱係数、B: 黒体放射強度
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輻射のモーメント式

輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分
移流（伝搬）

注意：左辺の輻射場は実験室系、右辺の輻射場は共動座標系
これらはローレンツ変換で結ばれている

原理的にはこれらを解けば良い。見た目にもそれほど汚くない式

数値計算の観点からは、、、
　左辺は実験室、右辺は共動座標となっていて非常に汚い
　ローレンツ変換して実験室系にそろえてみる

輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分輻射輸送方程式を振動数・立体角（運動量空間）で積分

�I

�t
+ n ·�I = �(S � I)Intensityに対する輻射輸送方程式：

　7個の独立変数で解くのは大変

κ：吸収係数、σs：散乱係数、B: 黒体放射強度

衝突項（吸収・最放射、散乱）

κ：吸収係数、σ：散乱係数、B: 黒体放射強度
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輻射のモーメント方程式

右辺についてローレンツ変換して実験室系にそろえてみる

またはエネルギー運動量テンソルを用いて

T µ⇥
rad, ⇥ = �Gµ

輻射方程式

κ：吸収係数、σs：散乱係数、B: 黒体放射強度
注意：輻射場は実験室系、吸収•散乱係数は共動座標系で定義

輻射のエネルギー式

輻射の運動量の式

輻射のエネルギー式

輻射の運動量の式

右辺は基本的には
Er, Frに対して線形

輻射のモーメント方程式

右辺についてローレンツ変換して実験室系にそろえてみる右辺についてローレンツ変換して実験室系にそろえてみる右辺についてローレンツ変換して実験室系にそろえてみる右辺についてローレンツ変換して実験室系にそろえてみる

輻射エネルギーの式（二つの座標系が混ざった式）
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輻射磁気流体方程式
質量保存

磁気流体のエネルギー保存

磁気流体の運動量保存

マックスウェル方程式

15本の双曲型方程式
＋状態方程式を
数値的に解く

(拘束条件については今回は触れない）
解くべき方程式の形
�tU + �xF x = S

輻射のモーメント方程式

ただしこれらだけでは
方程式は閉じない
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代数方程式１：　オームの法則

•comovingで等方散逸

•観測者系へローレンツ変換

-vに平行な電場
-vに垂直な電場

comoving系で等方散逸でも観測者系からみると非等方な
散逸になる(Lorentz contraction)
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代数方程式その２：状態方程式
[流体]
　Boltzmann方程式から流体近似を行うと方程式が閉じない
　->状態方程式を仮定
　バロトロピック近似

[輻射]
　輻射輸送方程式から流体近似を行うと方程式が閉じない
　->光の状態方程式を仮定

でも、、、ガスはガス同士で衝突して等方圧力になりやすいけど
光同士は衝突しないので、、、

エディントンテンソル
12年3月2日金曜日



状態方程式を仮定する
＝エディントンテンソルDijを仮定する

◆エディントン近似
輻射は等方的（e.g.,光学的に厚い場合）

◆M-1 closure
輻射の非等方性を考慮

相対論的プラズマと等価
→光は常にc/√3の速度で伝わる

等方成分 非等方成分

(Levermore ’84)

注）エディントンテンソルの値は必ず1より小さい

P �ij =
�ij

3
E�

r

代数方程式その２：状態方程式

P ij =
�
3(1� �)

2
�ij

3
+

3�� 1
2

ninj

�
Er

1/3

1.0

1.00.0
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状態方程式を仮定する
＝エディントンテンソルDijを仮定する

◆エディントン近似
輻射は等方的（e.g.,光学的に厚い場合）

◆M-1 closure
輻射の非等方性を考慮

相対論的プラズマと等価
→光は常にc/√3の速度で伝わる

等方成分 非等方成分

(Levermore ’84)

注）エディントンテンソルの値は必ず1より小さい

P �ij =
�ij

3
E�

r

日陰問題

M-1では光は指向性を持って伝搬できる

原点付近に光学的に厚いクランプをおく

HRT & Ohsuga ’11

代数方程式その２：状態方程式

P ij =
�
3(1� �)

2
�ij

3
+

3�� 1
2

ninj

�
Er
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数値解法の指針

�tU + �xF x = 0

解くべき方程式
�tU + �xF x = S

双曲項 ソース項
�tU = S

タイムスケール～L/(U/F)
力学的時間
波の横断時間
相対論的な場合にはtdyn~tw

タイムスケール~U/S
吸収・放射の時間
散乱の時間

力学的時間（v~c)

吸収（散乱）の時間
(光学的厚み)

光学的に厚い/高磁気レイノルズ数の場合、
力学的時間をシミュレーションすることが難しくなる→ソース項は陰解法

tw = L/�, L/c
tdyn = L/v tabs = 1/(��c)

tsc = 1/(��c)

operator splitting

電場の散逸時間

力学的時間（v~c)

電場散逸の時間
(磁気レイノルズ数)
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数値解法の指針

�tU + �xF x = 0

解くべき方程式
�tU + �xF x = S

双曲項 ソース項
�tU = S

タイムスケール～L/(U/F)
力学的時間
波の横断時間
相対論的な場合にはtdyn~tw

タイムスケール~U/S
吸収・放射の時間
散乱の時間

力学的時間（v~c)

吸収（散乱）の時間
(光学的厚み)

光学的に厚い/高磁気レイノルズ数の場合、
力学的時間をシミュレーションすることが難しくなる→ソース項は陰解法

陰解法

tw = L/�, L/c
tdyn = L/v tabs = 1/(��c)

tsc = 1/(��c)

operator splitting

陽解法

電場の散逸時間

力学的時間（v~c)

電場散逸の時間
(磁気レイノルズ数)
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explicit
implicit

t(s)

implicit with 
courant number =103

HRT+ ’11

輻射のテスト問題
初期に非熱平衡にある流体と輻射が吸収•放射過程を通して熱平衡状態に遷移して行く様子

陰解法のおかげで大きなタイムステップでも
安定にとける

熱平衡への遷移

HRT+  ’11
(s)

陰解法のおかげで大きなタイムステップでも陰解法のおかげで大きなタイムステップでも
安定にとける
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日陰問題

Eddington近似では波面は光速の1/√3の速さで伝わる
Eddington近似ではクランプの後ろに光が回り込む
M1では光は光速で伝わる
M1では日陰を再現する事が出来る

光学的に厚いクランプに向けて光を当てる
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衝撃波
上流と下流で熱平衡にあるプラズマ同士が衝突した際の衝撃波

HRT+ ’11

輻射エネルギー優勢衝撃波

(Farris ’09)
エディントン近似を仮定

解析解
数値計算

Er/Eth=20
相対論的（γ～10)衝撃波

密度

ガス圧

速度

輻射
エネルギー

輻射
フラックス

密度

ガス圧

速度

輻射
エネルギー

輻射
フラックス
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光の衝突
左右から光を同じ強さで注入

光が重なった所でFx=0になるのであたかも光
学的に厚くなったかのように

定式化されているため、光は拡散するHRT & Ohsuga ’11

エディントンテンソル

DはErとFrの関数
光学的厚みには陽にはよらない

光学的に厚いとき → Fr = 0
光学的に薄いとき → Fr = cEr

この逆は普通は成り立たないが、、、
M-1ではあたかも成り立っているように

定式化されている
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R３MHDコードのまとめ

陽•陰解法に基づく相対論的輻射磁気流体
Relativistic Radiation 
Magnetohydrodynamics (R３MHD)
コードを開発

• 移流項については近似リーマン解法を用いた陽的時間積分

• ソース項（輻射とガスの相互作用項、電気抵抗）はイテ
レーションを用いた陰的時間積分

• 輻射の状態方程式（エディントンテンソル）はエディント
ン近似、M-1クロージャーを実装

• 全エネルギー運動量の保存系で方程式を解く

• 陰的解法により大きなタイムステップをとっても安定に解
ける

• １次モーメントを計算することにより式は双曲型になるた
め、並列化が容易
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model
　force-free Harris sheet
　localized resistivity

Petschek Type Reconnection in Uniformly 
Distributed Radiation Field
parameter:
　density 1.0x10-2 g/cm3, 
　Tgas 1x108 K, 
　Trad 1x108 K, 
　B=1x1010 Gauss

radiation process
　abs.: free-free absorption　(m.f.p.=1.6x104km)
　scat.: electron scattering (m.f.p.=2.5x10-3km)

VA=0.69c
β=4.1x10-5
σ=0.89 輻射エネルギー密度
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Summary

Sweet-Parker type

• The outflow velocity is mildly relativistic (γ~1).

• The reconnection rate is small:

Petschek type

• The outflow velocity is relativistic (γ=√(1+σ).

• The reconnection rate is large 

We showed the first results of the MRX with R3MHD code.
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