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Solar Flares 
「ようこう」衛星による軟X線	
　~200万度 – 数千万度 

Magnetic	
Reconnection	



問題：フレアにおける粒子加速機構は何か？ 
軟X線ループ上空の硬X線源	
(Above-the-loop-top source) 

Masuda+1994 

Particle acceleration 	
at the termination shock ? 

Above-the-loop-top 領域の構造	
（特に衝撃波の構造）	

を理解することが問題解決に重要 

See also Chen et al. 2015, Science 



問題：フレア振動の物理機構は何か？ 

Inglis et al. 2008, Nakariakov et al. 2009	

非熱的粒子起源の放射	
（硬X線、電波）	

のライトカーブの周期変動 

振動からリコネクション・粒子加速機構に迫れる可能性	
しかし、物理機構が全く未解明 

e.g. Liu et al. 2011, Yuan et al. 2013 

周期的なコロナ波動	
(fast-mode MHD waves) 

衝撃波の振動を示唆？？	

関係性も	
不明 



過去のフレア・リコネクションの�
シミュレーション 

Yokoyama & Shibata 1998 
密度 

熱伝導・彩層蒸発を	
含んだフレア計算	
（18年前・・・） 

リコネクション領域のみに	
注目した高解像度計算	

Above-the-loop-top 領域の構造（特に衝撃波の構造）と	
フレア振動は未解明	

フレアの熱伝導入りMHDシミュレーション	

Bhattacharjee & Huang 2009 



フレアのMHDモデル 
現在計算・解析中 

　太陽大気＋ポテンシャル磁場	
＋フラックスロープ磁場の	
熱伝導入り３次元MHDモデル 

グリッド数：1500 x 1200 x 400	
計算時間　：30,000 ~ 100,000 CPU hours 

密度の2次元カット図 

今回紹介するシミュレーションの	
大気・磁場構造 

彩層 
コロナ 

　太陽大気＋単純なForce-free field磁場の 	
熱伝導入り２次元MHDモデル 

グリッド数：1200 x 800	
計算時間　：200~1,000 CPU hours 



無数の衝撃波の発見 

拡大図：Above-the-loop-top 領域 



過去の熱伝導入りフレアモデルとの比較 

Yokoyama & Shibata 1998, 2001	
（過去の研究はこれのみ） 

本研究	
(ST et al. 2015, ST & Shibata 2016 submitted) 

Above-the-loop-top領域の構造を十分分解 

密度 密度 



Above-the-loop-top 領域からの波動の発見 

前の時刻との差分 



Termination shockの構造 

“Multiple” termination shocks 

•  ２つの斜め衝撃波（＋１枚の水平衝撃波） 
•  衝撃波が反射して、さらに増えることも	

多くの衝撃波が形成されることで	
粒子加速の機会が増える 



斜め衝撃波の原因 

http://www.aerospaceweb.org/question/
propulsion/q0220.shtml 

流体実験 
超音速ジェット 

pjet < pamb

周りのガスがジェットを圧縮	
=> 斜め衝撃波 

pgas + pmag



Above-the-loop-top 領域の振動 

“Magnetic tuning fork”（“磁気音叉”）	
によるコロナ波動の発生	

� ⌘ pgas/pmag 全圧の変動分 



Magnetic tuning fork振動の物理 
コロナ波動 (fast-mode MHD wave) 

振動はアウトフローの跳ね返り（backflow）が駆動	

アウトフロー 



衝撃波の振動と�
準周期的コロナ波動 

衝撃波の強さの変動 
コロナ波動の	

ウェーブレットスペクトル 

衝撃波の強さの変動周期　＝　コロナ波動の周期	
（~40 sec.  観測的には ~10 – 100 sec程度） 
周期の磁場強度依存性： P / B�2



まとめと議論 
•  多くのフレアでライトカーブ（特に非熱的放射）が周期変動	
•  周期的なコロナ波動も近年発見	

衝撃波の強度の周期変動 周期的なコロナ波動 

Magnetic	
tuning fork 

自然に両方を説明 非熱的粒子起源の	
放射の変動 

Takasao & Shibata 2016, ApJ, submitted 



他天体への応用 

•  高エネルギー粒子の起源の理解 

•  フレア振動から多様な天体の	
　物理量を推定できる可能性	
　（スーパーフレア、	
　　原始星フレア、	
　　マグネターフレア、・・・） Maehara et al. 2012. Shibata et al. 2013 

Shibayama et al. 	
2013 





振動周期の磁場強度依存性 

周期は磁場強度に強く依存 

� = pgas/pmag / B�2



振動周期を決める物理 

Backflowの速度 v	
Above-the-loop-top regionサイズ w	
	
	

周期 
B強 B弱 

磁場の掃き集めによる圧縮	
=> 磁束保存則より 



Possibility of particle acceleration �
at the termination shocks 

Necessary factors for the 1st order Fermi acceleration:	
pre-heating process & collisionless plasma condition	

A possible pre-heating mechanism:	
1.Slow shock heating (Tsuneta & Naito 1998)	

2. Heat leakage from multiple termination shocks	
(ST & Shibata 2016 submitted)	

Collisionless condition	
(required for recurrent acc.)	

Its small size	

mean free path: 

Loop top size: 
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過去のフレア振動モデルとの比較 
Backflow駆動の	

Magnetic tuning forkモデル 
音波振動モデル 	

(e.g. Nakariakov et al. 2004) 

(Yokoyama & Shibata 1998) 

磁場強度依存性が大きく異なる（観測的検証は今後の課題） 


