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♣オーラルアワード（宇宙素粒子分科会）

順位 講演者 所属 学
年

講演タイトル

1位 櫻井駿介 東京大学 M1 超高エネルギーガンマ線による活動
銀 河核の解明及びその応用
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♠ポスターアワード（全分科会）

順位 分科会
名

講演者 所属 学
年

講演タイトル

1位 銀河 道山知成 国立天文
台

D1 ALMA を用いた衝突後期段階銀河
NGC3256 の分子輝線探査

2位 星惑 森昇志 東京工業
大学

D1 電子加熱による原始惑星系円盤中の
磁 気乱流の抑制

3位 重宇 竹内太一 名古屋大
学

M1 X 線銀河団を用いた重力レンズ効果
の総 合的な解析

3位 太恒 横澤謙介 名古屋大
学

M1 太陽フレアループ内のエネルギー輸
送 に対する電子-イオン 2流体効果

他の分科会の受賞者の集録は、その分科会の集録集を参照ください。
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目次
a1 野上雅弘 青山学院大学 M2 相対論的衝撃波中での宇宙線加速シミュレーション
a2 冨谷聡志 青山学院大学 M1 大型レーザーを用いた磁化プラズマ中を伝播する無衝

突衝撃波の生成実験
a3 黒田隼人 東京大学 M1 超高エネルギーガンマ線と CTA計画
a4 櫻井駿介 東京大学 M1 超高エネルギーガンマ線による活動銀河核の解明及び

その応用
c1 藤井貴之 東京理科大学 M2 密度行列を用いた超新星ニュートリノの振動計算
c2 霜田治朗 青山学院大学 D2 現実的星間媒質中を伝播する超新星残骸衝撃波での宇

宙線加速効率の測定についての理論研究
c3 小林瑛史 青山学院大学 M2 流星の電波観測と日周変動の解析
c4 正治圭崇 青山学院大学 M2 大型レーザーを用いた磁化プラズマ中の無衝突衝撃波

の生成実験
c5 安藤健太 東京大学 M1 Gravitational Leptogenesis

※講演タイトルをクリックすると該当する集録へジャンプします
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a2

大型レーザーを用いた磁化プラズマ中
を伝播する無衝突衝撃波の生成実験

青山学院大学
M1 冨谷聡志
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େܕϨʔβʔΛ༻͍࣓ͨԽϓϥζϚதΛ͢Δແিಥিܸͷੜ࣮ݧ

୩ ࢤ૱ (੨ֶӃେֶେֶӃ ཧڀݚֶՊ)

Abstract

ɹٿʹɺӉۭ͔ؒΒӉઢͱΑΕΔߴΤωϧΪʔཻ͕ࢠઈ͑ͣඈདྷ͍ͯ͠Δɻಛʹɺ1015.5eV(knee

energy)·ͰͷӉઢఱͷۜՏͰੜ͞Ε͍ͯΔͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻͦͷՃݯͱͯ͠࠷༗ྗ͞ࢹΕ

͍ͯΔͷ͕ɺ৽֚ͷແিಥিܸͰ͋Δɻ৽֚ͷແিಥিܸʹ͓͚ΔཻࢠͷՃߏػͱͯ͠ɺ

ΒΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺ͑ߟདྷ͢Δ͜ͱͰΤωϧΪʔΛಘΔϑΣϧϛՃͱ͍͏ͷ͕͖ߦিܸ໘Λ͕ࢠཻ

Γग़͞ΕΔͷ͔ͱ͍͏ະղ໌͕͋Δɻ࡞ͰͲΕ͚ͩߏػͲͷΑ͏ͳ͕ࢠॳʹՃաఔʹೖ͞ΕΔཻ࠷

ɹແিಥিܸʹΑΔཻࢠՃʹ͍ͭͯɺӉཧֶͷैདྷͷڀݚख๏ͱͯ͠؍ଌγϛϡϨʔγϣϯʹ

ΑΔߦ͕ূݕΘΕ͍ͯΔ͕ɺܾఆతͳ؍ଌ࣮ࣄ͜Ε·Ͱͳ͘ɺ·ͨཧܭ࣮ࡍͱҟͳΔ݅ԼͰܭ

ୈ͙ʹڀݚɺཧڀݚଌ؍Ͱɺఱମڀݚͳ͍ɻͦ͜Ͱຊ͍ͯͬࢸશͳղ໌ʹΘΕΔͳͲɺߦ͕

ͷڀݚख๏ͱͯ͠ɺେܕϨʔβʔΛ༻͍࣮ͨࣨݧӉཧֶͱ͍͏৽ͨͳڀݚʹண͠ɺ্࣮ݧͰແ

িಥিܸΛੜ͠ɺͦͷଌఆΛ௨ཻͯ͡ࢠՃͷཧղʹഭΔ͜ͱΛ͢ࢦɻ

ɹຊ࣮ݧɺେࡕେֶϨʔβʔΤωϧΪʔֶڀݚηϯλʔʹ͋Δܹޫ 12߸ϨʔβʔΛ༻͍ͯͨͬߦɻ໘

ͷඪɺ্ͷ࣮ࣨݧͰϚοϋͷ࣓ԽϓϥζϚதͷແিಥিܸΛੜ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻࡢͷ࣮

Ͱɺ࣓ൃੜஔݧ TopBͷಈ࡞ෆྑʹΑΓɺͯ͢֎෦࣓ͳ͠Ͱͨͬߦɻࣗൃޫܭଌ (ϓϥζϚࣗൃ

Ψεͱͯ͠ਫૉΨεΛؾग़͠ɺงғՌ͔ΒϓϥζϚͷΛ݁ݧଌͷ࣮ܭͷۭؒൃల)ɺShadowڧޫ

3torr෧ೖͨ͠γϣοτͰ 250km/sɺΨεͳ͠ͷγϣοτͰ 300km/sͱͳͬͨɻਫૉΨε 3torrͷ

γϣοτͰɺShadowܭଌͷ݁Ռ͔ΒີมԽΛ֬͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ͜ͷີมԽʹ͍ͭͯɺࣗൃޫ

ଌͰλʔήοτҐஔ͔Βܭ 0.7cmΕͨҐஔͰଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ·ͨɺ࣓ڧͱিܸͷؔ

ΛٻΊͨ݁ՌɺಉҰ࣮ݧԼͰ֎෦࣓Λ 1̩ҹՃͨ͠ࡍʹɺΞϧϑϕϯϚοϋ͕ 3ఔͷ࣓ԽϓϥζϚத

ͷແিಥিܸͷੜ݅Λຬͨ͢͜ͱ͕͔ͬͨɻ

1 Introduction

ٿʹઈ͑ͣӉۭ͔ؒΒߴΤωϧΪʔཻࢠઢ

͕ඈདྷ͍ͯ͠Δɻ͜ΕΛӉઢͱ͍͍ɺ۩ମతʹཅ

Ͱ͋ΔɻӉઢͷΤωࢠͷՙిཻ֩ࢠݪɺࢠɺిࢠ

ϧΪʔεϖΫτϧਤ 1ͷΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔɻؾମத

ʹ͓͍ͯɺؾମͷߏཻࢠಉ͕ेͳিಥΛ͜ى

͠ྗֶతฏߧঢ়ଶͰ͋Δ߹ɺཻࢠͷΤωϧΪʔ

Maxwell (త)ͱͳΔɻ͔͠͠ɺ

ଌ͞ΕͨӉઢͷΤωϧΪʔεϖΫτϧ؍Ͱۙٿ

 power-law (ඇత)ͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷ

͜ͱ͔ΒӉઢཻࢠಉͷিಥΛेʹແࢹͰ͖

ΔແিಥϓϥζϚதͰੜ͞Ε͍ͯΔͱ͑ߟΒΕΔɻ

͜ΕΒͷΤωϧΪʔݯىՃߏػະղ໌Ͱ͋

ΓɺӉઢͷൃݟҎདྷ 100ؒٞ͞Εଓ͚͍ͯ

Δɻಛʹɺ1015.5eV(knee energy)·ͰͷӉઢఱ

ͷۜՏͰੜ͞Ε͍ͯΔͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻͦ

ͷݯىͱͯ͠࠷༗ྗ͞ࢹΕ͍ͯΔͷ͕৽രൃ

ʹΑͬͯൃੜ͢ΔແিಥিܸͰ͋Δɻ

ɹ͜͜Ͱɺແিಥিܸͱɺཻؒࢠͷೋମিಥ

ΫʔϩϯཚʹΑΔཻࢠিಥ͕΄ͱΜͲ͜ىΒͳ͍

ബͳϓϥζϚر (ແিಥϓϥζϚ)தͰൃੜ͢Δিܸ

ͷ͜ͱΛ͍͏ɻೋମিಥΫʔϩϯཚʹΑΔཻ

Βͳ͍ʹؔΘΒͣিܸ͕ൃੜ͢Δ͜ىিಥ͕ࢠ

ཁҼͱͯ͠ɺϓϥζϚ͕ूஂతӡಈΛ͢Δ͜ͱͰ

ి࣓Λੜ͠ɺ࣮ޮతͳিಥΛ͜͢͜ىͱ͕͑ߟ

ΒΕ͍ͯΔɻ

ɹແিಥিܸͷཻࢠՃʹ͍ͭͯɺཻ͕ࢠিܸ

໘ΛԿԟ෮͢Δ͜ͱͰՃ͞ΕΔϑΣϧϛՃ

ͱ͍͏Ϟσϧ͕͋Δɻେ෦ͷཻࢠɺഎܠϓϥζϚ

ͷྲྀΕʹͷͬͯԼྲྀͱྲྀ͞Ε͍ͯ͘தɺҰ෦ͷཻ
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ਤ 1: ӉઢڧͷΤωϧΪʔ (ग़య:Simon

P.Swordy)

ཚ͞Εিܸ໘Λԟ෮͢ɺཚྲྀ࣓ʹΑ͕ͬͯࢠ

Δɻ্ྲྀͰͷཚ࣓ͷͱͷਖ਼໘িಥͰ͋Δͨ

Ίཻࢠͷӡಈྔ૿Ճ͢Δ͕ɺԼྲྀͰͷཚি

ಥͰ͋ΔͨΊཻࢠͷӡಈྔݮগ͢Δɻ࣓ͷͷ

্ྲྀͷԼྲྀͷʹൺ͍ͯ͜ͱ͔Βɺཻ

ͱԼྲྀͷؒΛྲ্ྀ͕ࢠ 1ԟ෮͢ΔͱඞͣΤωϧΪʔ

ΛಘΔɻ

ɹ͔͜͠͠ͷՃߏػʹ͍͔ͭ͘ͷ͕ଘࡏ

͢Δɻୈ 1ͷͱͯ͠ɺϑΣϧϛՃ͋Δఔ

Ճཻͨ͠ߋ͕ࢠʹՃ͞ΕΔͱ͍͏ߏػͰ͋Δ

ͨΊɺ࠷ॳʹিܸભҠΛेӽ͑ΒΕΔΑ͏ͳ

ΤωϧΪʔΛཻͭࢠͷੜաఔ͕͔͍ͬͯͳ͍ɻ

·ͨୈ 2ͷͱͯ͠ɺ্ྲྀͱԼྲྀͱʹཻࢠΛ

ཚͤ͞ɺিܸ໘Λԟ෮ͤ͞Δͷʹඞཁͳి࣓ͷ

ಈྭߏػى͔͍ͬͯͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ͳ͔Βɺ

ӉઢͷՃߏػະͩશʹղ໌͞Ε͍ͯͳ͍ɻ

2 Motivation

ӉઢՃͷઌڀݚߦͱͯ͠ɺఱମ؍ଌڀݚͰ

ଌ݁Ռͷղऍ͕ෳ͋Δ͜ͱ͔ΒϞσϧΛ۠ผ͢؍

Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺఆྔత͕ٞ٧͖ߦ·͍ͬͯΔɻ·

ͨɺཧڀݚͰϓϥζϚཻࢠγϛϡϨʔγϣϯ

ͷ࣭ࢠͱిࢠΔཅ͚͓ʹݩΘΕ͍ͯΔ͕ɺ3ߦ͕

ྔൺMachͷͰ͕͋Δɻ͜ͷͨΊɺݩ

ΛԼ͛Δͷ࣮ࡍͱҟͳΔ݅ԼͰܭΛ͍ͯ͠

Δɻ

ɹͭ·Γݱঢ়Ͱɺఱମ؍ଌڀݚɺཧڀݚͱʹ

ӉઢͷՃߏػΛશʹཧղ͢Δʹ͍ͯͬࢸͳ

͍ɻͦ͜Ͱɺୈͷڀݚख๏ͱ࣮ͯࣨ͠ݧӉཧֶ

ͱ͍͏৽ͨͳڀݚʹணͨ͠ɻڧߴग़ྗϨʔ

βʔΛ༻্͍࣮ͨݧͰແিಥিܸΛੜɺ؍ଌ

͢Δ͜ͱͰɺӉઢͷՃߏػͷղ໌ʹഭΓ͍ͨͱ

ɺ࣓ԽϓϥζϚதͷແͯؔ͠ʹڀݚΔɻຊ͍ͯ͑ߟ

িಥিܸΛੜ͢Δ͜ͱΛ໘ͷඪͱ͍ͯ͠Δɻ

3 Methods

͍ͯ༺ग़ྗϨʔβʔΛߴӉཧֶͱɺࣨݧ࣮

ΤωϧΪʔີϓϥζϚঢ়ଶΛੜ͠ɺແিಥিߴ

ܸͱ͍ͬͨӉʹ͓͚ΔݱΛ૬ࣅม͢Δ͜ͱ

Ͱɺ10ܻҎ্খ͍࣮ࣨ͞ݧͰݱ࠶ɾٖ͢Δ͜ͱ

ʹΑͬͯɺͦͷཧΛղ໌͢Δ͜ͱΛతͱͨ͠ݚ

ͷ͜ͱͰ͋Δɻڀ

ɹຊ࣮ݧɺେࡕେֶϨʔβʔΤωϧΪʔֶڀݚη

ϯλʔʹ͋Δܹޫ 12߸ϨʔβʔΛ༻͍ͯͨͬߦɻ࣮

๏ͱͯ͠ɺ͡Ίʹνϟϯόʔʹฏ൘λʔํݧ

ήοτͱ࣓ൃੜஔ TopBΛೖΕɺνϟϯόʔ

શମΛงғؾΨεͰຬ͓ͨͯ͘͠ɻฏ൘λʔήοτ

ʹϝΠϯϨʔβʔΛরࣹ͢Δͱɺλʔήοτ͕ࣹ

ͱͯ͠ XઢΛग़͢͜ͱͰλʔήοτഎ໘ͷงғؾΨ

εΛి͢Δɻͦͯ͠ɺλʔήοτݯىͷϓϥζϚ

(ejecta)ͱ࣓Խ͞ΕͨϓϥζϚͱͰແিಥিܸΛੜ

͢Δɻ؍ଌʹɺࣗൃޫܭଌ (ϓϥζϚࣗൃޫڧ

ͷۭؒൃల)ɺShadowܭଌɺڠಉτϜιϯཚܭ

ଌΛ༻͍ͨɻ

ɹࡢͷλʔήοτηοτΞοϓɺ1 ମྲྀݩ

ίʔυ ILESTA-1DͰܾఆͨ͠ɻλʔήοτͷछྨ

ΞϧϛχϜɺλʔήοτͷް͞Λ 12.5µmͱ͠

ͨɻงғؾΨεΛਫૉΨεͱͯ͠ɺܹޫ 12 ߸Ϩʔ

βʔͷ beamΛ 9beam(1.6kJ)ͱͨ͠ɻࡢ࣓

ൃੜஔ TopBͷಈ࡞ෆྑʹΑΓɺ࣓͕ͳ͍

߹ͷ੩ిແিಥিܸੜ࣮ݧΛͨͬߦɻ
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4 Results

ҎԼʹࡢͷ࣮݁ݧՌΛใ͢ࠂΔɻ

ɹਤ 2ਫૉΨε 3torrΛνϟϯόʔʹ෧ೖͨ͠

߹ͷ Shadowܭଌͷ݁ՌͰ͋Δɻը૾ࠨଆ͔ΒϝΠ

ϯϨʔβʔ͕λʔήοτʹরࣹ͍ͯ͠Δɻԣ࣠Λ X

࣠ͱ͠ɺ؍ଌ͍ͯ͠Δࢹ 1.2cmͰ͋Δɻ࣮ݧͰ

ಘΒΕͨը૾͔ΒਫૉΨε 3torrΛ෧ೖͨ͠߹ʹࣶ

ͷΑ͏ͳͷΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻShadowܭଌɺ

ີͷ 2ճඍΛө͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɺ͜ͷҐஔ

ʹີมԽɺিܸ໘͕͋Δͱ͍ͯ͑ߟΔɻ͜ͷҐ

ஔΛܭଌͨ݁͠Ռɺλʔήοτ͔Βͷڑ͕ 1.0cm

Ͱ͋Δ͜ͱ͕͔ͬͨɻͦͯ͠ɺ͜ͷࣶͷΑ͏ͳ

ͷΛিܸ໘Ͱ͋Δͱ͢Δͱɺڑͱ delay timeΛ

ग़͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻΔ͜ͱͰিܸΛྀ͢ߟ

͜ͷ݁Ռɺিܸɺ2.5 ʷ 107cm/sͱͳͬͨɻ

͜͜Ͱɺdelay timeͱɺϝΠϯϨʔβʔ͕রࣹ͞

Ε͔ͯΒܭଌثͷγϟολʔΛԼΖ͢·Ͱͷͪ

ؒͷ͜ͱͰ͋Δɻ

ਤ 2: ਫૉΨε 3torrΛ෧ೖͨ͠߹/delay time:40ns

ࣗൃޫετϦʔΫܭଌͷ݁ՌΛใ͢ࠂΔɻਤ 3ɺ

νϟϯόʔʹਫૉΨε 3torrΛ෧ೖͨ͠߹ͷը

૾Ͱ͋Δɻ·ͨɺਤ 4งғؾΨεͳ͠ͷ߹ͷը

૾Ͱ͋Δɻ͜ΕΒͷը૾ͷԣ࣠ؒ࣠ɺॎ࣠ X

࣠Ͱ͋Δɻԣ࣠ͷؒεέʔϧ 50nsecɺॎ࣠ͷۭ

ؒεέʔϧ 1.0cmͰ͋Δɻը૾ࠨԼʹϨʔβʔর

ͱλʔήοτҐஔ͕͋Δɻ͜ͷ݁Ռͷϓϥζࠁࣹ

Ϛͷ flowͷ͔͖ΒɺϓϥζϚͷΛग़ͨ͠ɻ

ਫૉΨε 3torrͷ߹ͰɺϓϥζϚͷ 2.5 ʷ

107cm/s ͱͳͬͨɻ͜ΕɺShadow ΊͨٻଌͰܭ

িܸͷͱҰக͍ͯ͠Δ͜ͱ͔Βɺࠓճͷি

ܸΛ 2.5 ʷ 107cm/sͱ͚݁ͮͨɻ·ͨɺง

ғؾΨε͕ͳ͍߹ͰɺϓϥζϚͷ 3.0 ʷ

107cm/sͱͳͬͨɻ

ਤ 3: ਫૉΨε 3torrΛ෧ೖͨ͠߹

ਤ 4: งғؾΨεͳ͠ͷ߹

5 Discussion

ΨεͷؾΛงғڧଌʹ͍ͭͯɺࣗൃޫܭޫൃࣗ

༗ແͰൺֱͨ͠ɻਤ 5ɺγϣοτޙ 25nsecͷॴͰ

ఆ͠ɺͦͷۭؒൃలΛϓϩοτͨ͠ͷͰ͋Γɺԣݻ

͕࣠λʔήοτ͔Βͷڑ (cm)Ͱɺॎ࣠ࣗൃޫڧ

 (ҙεέʔϧ)Ͱ͋Δɻઢ͕νϟϯόʔʹਫ

ૉΨε 3torrΛ෧ೖͨ͠߹ɺ੨ઢ͕งғؾΨεͳ͠

ͷ߹Ͱ͋ΔɻਫૉΨε 3torrΛ෧ೖͨ͠߹Ͱɺ

λʔήοτҐஔ͔Β 0.7cmΕͨͱ͜ΖͰܹٸʹࣗ

ʹड͚ΒΕΔɻ͜͜ݟ͕མ͍ͪͯΔՕॴ͕ڧޫൃ

ີมԽ͕͋ΓɺContact Discontinuity͔ Forward

ShockͰ͋Δͱ͍ͯ͑ߟΔɻReverse ShockͰͳ͍

ͱ͑ߟΔཧ༝ͱͯ͠ɺReverse ShockͰ͋Δͱ͢Ε

ɺিܸԼྲྀͰԹ্͕͕Δ͜ͱ͔Β Shock໘ͷ
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લޙͰԹ্͕͕Γɺཧతʹࣗൃޫڧେ͖͘

ͳΔͣͩͱ͑ߟΒΕΔ͔ΒͰ͋Δɻ

ਤ 5: γϣοτޙ 25nsecͷ ετϦʔΫը૾ͷݩ1

அ໘ਤ

࣓ڧͱিܸͷؔΛࣔ͢ɻਤ 6ԣ࣠

Λ࣓ڧ (T)ɺॎ࣠Λিܸ (cm/s)ʹͱΓɺ

log-logͰϓϩοτͨ͠ͷͰ͋Δɻ͖͢ઢ

3ຊ͋Δɻ1ຊԫ৭ͷଠઢͰɺ͜ͷઢΑΓ্

AlfvénMach͕ 1ΑΓେ͖͍ͱ͍͏࣓Խϓϥζ

ϚதͰͷিܸੜͷ݅Λද͍ͯ͠Δɻ2ຊ

੨৭ͷଠઢͰɺ͜ͷઢΑΓԼ rg(δϟΠϩܘ)

͕ 1.2cmΑΓখ͍͞ͱ͍͏؍ଌܥͷ݅Λදͯ͠

͍Δɻ3ຊɺ৭ͷଠઢͰɺ͜ͷઢΑΓ্

λii(ion-ionͷฏࣗۉ༝ߦఔ)͕ 12cmΑΓେ͖͍ͱ

͍͏ແিಥͷ݅Λද͍ͯ͠ΔɻΑͬͯɺ͜ΕΒ 3

ຊͷઢʹғ·ΕͨྖҬ͕ɺ࣓ԽϓϥζϚதͷແিಥ

িܸ͕ੜ͞ΕΔྖҬͰ͋Δɻࠓճͷ࣮݁ݧՌ͔

Βিܸ 2.5 ʷ 107cm/sͰ͋ΓɺಉҰ࣮ݧԼ

Ͱɺ֎෦࣓Λ 1TҹՃͨ͠ࡍʹ࣓ԽϓϥζϚதͷ

ແিಥিܸ͕ੜ͞ΕΔͱ͑ߟΒΕΔɻ

ਤ 6: ࣓ڧͱিܸͷؔ

6 Conclusion

ɺ࣓ൃੜஔࡢ TopBͷಈ࡞ෆྑʹΑΓ

֎෦࣓ͳ͠ͷ੩ిແিಥিܸੜ࣮ݧΛͨͬߦɻ

͔͠͠ɺࠓʹ༧ఆ͞Ε͍ͯΔ࣓ྲྀؾମతແিಥ

িܸੜ࣮ݧʹͭͳ͕Δ݁Ռ͕ಘΒΕͨɻงғؾ

Ψε͕͋Δ߹ɺࣗൃޫܭଌ͔Βγϣοτޙ 25nsec

ʹλʔήοτҐஔ͔Β 0.7cmΕͨͱ͜Ζʹີม

Խ͕͋Δ͜ͱΛ֬ͨ͠ɻ͜Ε͕িܸͷ Contact

Discontinuity͔Forward ShockͷͲͪΒʹ֘͢Δ

ͷ͔ࡏݱɺڠಉτϜιϯཚܭଌͷ࣮݁ݧՌͱͱ

ͱিܸͷؔڧதͰ͋Δɻ·ͨɺ࣓౼ݕʹ

ԼͰɺ֎෦࣓ΛݧΒಉҰ࣮͔ 1TҹՃͨ͠ࡍʹ

࣓ԽϓϥζϚதͷແিಥিܸ͕ੜ͞ΕΔͱ͑ߟ

ΒΕΔɻ
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超高エネルギーガンマ線とCTA計画
黒田 隼人 (東京大学 宇宙線研究所)

Abstract

チェレンコフ望遠鏡アレイ (Cherenkov Telescope Array, 以下 CTA) 計画とは TeV領域の超高エネルギー
ガンマ線を観測するための地上望遠鏡を多数配置するプロジェクトであり、大中小 3種類の口径を持つ望遠
鏡の設置が予定されている。地上設置型のガンマ線望遠鏡はフェルミ衛星や AGILE衛星といったガンマ線
宇宙望遠鏡による直接観測とは異なり、地球へと降り注いできたガンマ線と地球大気との相互作用によって
発生する空気シャワーが作るチェレンコフ光を用いた間接観測を行う。宇宙の観測を行う際、その波長域に
より観測対象は様々であるが、TeVガンマ線の観測では超新星残骸や活動銀河核、ガンマ線バースト等が観
測対象となる。いずれの対象もガンマ線の発生機構や高エネルギー粒子の加速機構等の謎が残されており、
CTAではこれらの謎に答えるため、MAGICやH.E.S.S.といった既存の地上ガンマ線望遠鏡と比べ望遠鏡数
の増加等による一桁以上の高い感度及び 3種類の口径を持つ望遠鏡を配置する事による観測可能エネルギー
領域の拡大が行われる。これらの性能向上により TeV領域のガンマ線源が 1000以上発見されることが予見
されており、次世代の高エネルギー天文学を牽引することが期待されている。本発表ではこうした CTA計
画の概要を紹介する。

1 解像型大気チェレンコフ望遠鏡
宇宙空間で高エネルギー現象が発生した場合、そ

れに付随して 106 eV以上のエネルギーを持つ電磁波
であるガンマ線が放射される。ガンマ線の観測には
20 MeV–300 GeVの観測領域を持つフェルミ衛星の
LAT検出器や 20 MeV–30 GeVが観測可能なコンプ
トンガンマ線観測衛星の EGRET検出器等の宇宙望
遠鏡を用いる手法が知られているが、数十 GeV か
ら数 TeV 程度のエネルギーを持つ超高エネルギー
(Very High Energy, 以下VHE) ガンマ線は地球へと
到来する数が低エネルギー領域と比べ小さいため、検
出面積の大きさに限りがある人工衛星を用いた観測
は不向きである。そこでVHEガンマ線の観測には大
気と VHEガンマ線との相互作用により発生する空
気シャワーを利用した解像型大気チェレンコフ望遠
鏡 (Imaging Atmospheric Cherenkov Telescope, 以
下 IACT) が用いられる (図 1)。

1.1 空気シャワー
ガンマ線が地球に入射した際、大気の原子核と衝

突し電子–陽電子対を生成する。生成されたこれら 2

図 1: 現在稼働中のガンマ線望遠鏡 (提供:CTA-Japan

2014)。上から順に北半球のMAGIC (17 m×2, カナ
リア諸島) , VERITAS (12 m×4, アリゾナ州) ,南半
球の H.E.S.S. (12 m×4 + 28 m, ナミビア) 。

つの荷電粒子はそれぞれ入射した VHEガンマ線の
半分のエネルギーを持ち、得たエネルギーが十分に
高い場合は制動放射によりガンマ線を放射する。こ
の過程により放射されたガンマ線は再び電子–陽電子
対を形成し、電子–陽電子対はガンマ線を放射する。
これらの過程を繰り返すことにより入射したガンマ
線は二次粒子を大量に生成しながら地面へと落ちて
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ゆく。このようにガンマ線が地球へと到来した際に
生成されるシャワーのことを電磁シャワーと呼ぶ。
また、ガンマ線以外の宇宙から到来する高エネル

ギー宇宙線として電子や陽子がある。これらの粒子
が地球へと入射した際、電子は制動放射によりより
電磁シャワーを形成するが、陽子が入射した場合は
異なる過程により空気シャワーを生成する。陽子が
大気中の原子核と衝突した際、多数の中間子 π0,π±

をそれぞれほぼ同数ずつ生成する。その中でも中性
パイオンの寿命は τ ∼ 10−16s 程度と非常に短く、生
成された後すぐに崩壊しガンマ線を放射するため空
気シャワーが形成される。このように生成されたシャ
ワーをハドロニックシャワーと呼ぶ。図 2はこれら
2つのシャワーの形状を表しており、電磁シャワーは
比較的小さな角度に電子–陽電子対が集中するのに対
し、ハドロニックシャワーは π0中間子が持ちうる運
動量の横方向成分が大きいためガンマ線が分散し、そ
の結果生成される二次粒子が広範囲に分布している。

図 2: シャワーのタイプによる形状の違い (Konrad

Berenlöhr 1998)。左が電磁シャワーであり、右がハ
ドロニックシャワーである。2つのシャワーは入射粒
子の持つエネルギーは異なるが、放射されるチェレ
ンコフ光のエネルギーが等しい。

1.2 チェレンコフ光
実際に IACTで観測されるのはこれら大量の二次

粒子が放射するチェレンコフ光である。チェレンコ

フ光とは高エネルギーを持つ荷電粒子が屈折率 nの
媒質中に侵入した際、荷電粒子の速度が媒質中での
光速度 c/nを超えた際に発生する衝撃波であり、そ
の放射角度は以下のチェレンコフ放射角 θcで与えら
れる。

θc = arccos
! c

nv

"
= arccos

#
1

nβ

$
. (1)

ここで vとは荷電粒子の速度である。大気の屈折率
は全領域で n ∼ 1程度であるから、VHEガンマ線の
エネルギーが入射した場合のチェレンコフ放射角は
θc ≃ 1◦となる。高度 10kmで放射されたチェレンコ
フ光は地上では半径 100m程度の円領域に降り注ぐ
ため、この範囲に IACTが存在していた場合チェレ
ンコフ光を観測することができる。このようなチェ
レンコフ光の観測可能な領域をライトプールと呼ぶ。

図 3: 地表へと落ちてくる荷電粒子が放射するチェ
レンコフ光 (Heinrich J. Völk, Konrad Berenlöhr

2008)。チェレンコフ光は円錐状に降り注ぎ、底面が
ライトプールである。

1.3 IACTによる観測
IACTは複数の鏡とその焦点面に位置した光電子
増倍管により構成されている (図 1)。二次粒子により
放射されたチェレンコフ光は焦点面に設置された光
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電子増倍管により電気信号ヘと変換され、図 4のよ
うなイメージを生成する。空気シャワーが大きく広
がっていると放射されるチェレンコフ光が広範囲に
分布するため、ハドロニックシャワーのイメージは
広がって観測される。データを解析する際にはこれ
らのイメージを楕円に近似しパラメータを与え、得
られたイメージパラメータにより大気に入射した一
次線がガンマ線かハドロンかを区別する。

図 4: 焦点面に配置された光電子増倍管により得ら
れるイメージ (Heinrich J. Völk, Konrad Berenlöhr

2008)。 左側がガンマ線が入射したことで得られる
イメージであり、右側が陽子が入射した際に得られ
るイメージである。

2 CTA 計画
上述した技術を用い、さらに高感度、高精度観測を

目指して考案されたのがチェレンコフ望遠鏡アレイ
(CTA)計画である。CTA計画とは多数の望遠鏡を北
半球と南半球それぞれに設置する計画であり、32カ
国 1200名が関わる大規模プロジェクトである。

図 5: CTA完成予想図 (CTA 2016)。3種類の口径を
持つ望遠鏡が設置される。

CTAでは観測可能なエネルギー領域を広げるため、
大中小の異なる口径を持つ望遠鏡を設置する。チェ
レンコフ光の明るさは一次線の持つエネルギーに依
存するため、低エネルギーの粒子を観測する際には
高い集光能力、つまり大口径の望遠鏡が必要である。
反対に高エネルギーガンマ線が入射した際に生成さ
れる二次粒子が放射するチェレンコフ光は十分明る
いため観測に用いる望遠鏡に大きな口径は必要とし
ないが、その一方で高エネルギーガンマ線の入射フ
ラックスはべき関数的に減少するため、その観測を行
うには多数の望遠鏡を用意し検出面積を広げる必要
がある。そこでCTAでは表 1に記載した 3種の望遠
鏡を配置する。数十 GeV程度の低エネルギーのガン
マ線は銀河系外の背景光 (Extragalactic Background

Light, EBL)との相互作用による減光の影響が TeV

領域より小さいため、活動銀河核やガンマ線バース
ト等の遠方での高エネルギー現象が観測可能である。
またMSTの観測領域は銀河面サーベイを、SSTは
銀河系内での宇宙線の加速機構に対し観測を行うこ
とができる。

表 1: CTA計画で配置する 3種の望遠鏡
名前 口径 エネルギー領域
大口径望遠鏡 (LST) 23m 20 GeV–1 TeV

中口径望遠鏡 (MST) 12m 100 GeV–10 TeV

小口径望遠鏡 (SST) 4.3m 1 TeV–100 TeV

また、角度分解能の向上のため、より多くの望遠鏡
でのステレオ観測が用いられる。図 4は単一の IACT

の観測により得られるデータであり、長軸の延長線
上が宇宙線の到来方向に対応するが、このままでは
一意に定めることはできない。そこでステレオ観測
では図 6のように複数の望遠鏡を用いて同じ空気シャ
ワーの観測を行う。同一の天体から放射されたガン
マ線であれば複数の望遠鏡で得られた楕円の長軸は
一点で交わるため、この点がガンマ線の到来方向と
なる。ステレオ観測は既存の IACTで既に利用され
ているが、CTAではサイト内の望遠鏡の数を増やす
ことで同じ空気シャワーに対する観測台数を増やし、
1分角程度の角度分解能を実現する。これは現行の
IACTの持つ角度分解能である 6分角と比べ大幅に
改善されており、近傍に位置する天体のMorphology
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研究を行うことが可能である。

図 6: 多数の望遠鏡によるステレオ観測 (Heinrich J.

Völk, Konrad Berenlöhr 2008)

これらの変更点以外にも様々な細かい改良を積み
重ねることにより、CTA全体としては一桁以上の感
度上昇が見込まれおり、1000以上の天体が観測可能
になる予定である。

図 7: CTAの目標感度曲線と既存のガンマ線望遠鏡
の感度曲線 (CTA-Japam 2014)。Crabと書かれた曲
線は明るいガンマ線源であるかに星雲のエネルギー
フラックスを表している。

3 展望
2015年 10月 9日より LSTの初号機の建設がラパ

ルマ島で開始されており、現在はその建設と 2号機

のための装置開発を進めている最中である。CTAは
2017年より部分観測の、そして 2020年よりフル観
測の開始を目標としており、その運用開始により高
エネルギーガンマ線天文学を大きく発展させること
が期待されている。
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ߴΤωϧΪʔΨϯϚઢʹΑΔ׆ಈۜՏ֩ͷղ໌ٴͼͦͷԠ༻

ᓎҪ ॣհ (౦ژେֶ Ӊઢڀݚॴ)

Abstract

ʹΔి࣓؍ଌӉͷଟ༷ͳੑ࣭Λ໌Β͔ʹͨ͠ɻΨϯϚઢి࣓ͷதͰ࠷͍ߴΤωϧΪʔ

ΛͪɺӉͷඇతͳݱͱਂؔ͘ΘΓΛͭɻߴΤωϧΪʔΨϯϚઢఱจֶ 100GeV͔Β 10TeV

ʹΔΤωϧΪʔྖҬͷΨϯϚઢఱମΛඪతͱ͠ɺ͜͜ 30Ͱ 180ͷఱମͷൃͨͬࢸʹݟɻ͜ΕΒͷଟ͘

ະͩʹͦͷৄ͕ࡉ໌͓ͯ͠Βͣɺࠓͳ͓ܧଓ͕ͯ͠ڀݚਐΊΒΕ͍ͯΔɻຊߨԋͰɺߴΤωϧΪʔ

ΨϯϚઢ؍ଌʹΑΔߦ͕ূݕΘΕ͍ͯΔݱͷதͰɺ׆ಈۜՏ֩ (AGN) ʹ͠ϨϏϡʔΛ͏ߦɻAGN

ͦͷޫ͕ۜՏશମʹඖఢɺ͋Δ্͍ճΔ΄Ͳͷ໌Δ͞ΛͭۜՏத৺֩Ͱ͋ΓɺڊେϒϥοΫϗʔ

ϧͷ࣭߱ணʹΑͬͯۦಈ͞Ε͍ͯΔͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻͦͷมಈੑ૬ରతδΣοτͷ༗ແɺ؍ଌํ

๏Ͱ͍͔ͭ͘ͷछྨʹྨ͞Ε͓ͯΓɺ͜ͷδΣοτΛਅਖ਼໘͔ۙ͘Β؍ଌ͍ͯ͠ΔఱମΛϒϨʔβʔͱ

ͿɻϒϨʔβʔͰ͔Βͱ͍͏͍ؒมಈΛࣔ͢ΨϯϚઢ์ࣹݺ (ϑϨΞݱ) ͕֬͞Ε͍ͯ

Δɻ૬ରతδΣοτͷಛੑ্ɺ์ࣹ͞ΕΔΨϯϚઢੑࢦ͘ڧΛͪδΣοτͷใΛ৭ೱ͘ө͍ͯ͠

ΔɻͦͷͨΊΨϯϚઢʹΑΔϒϨʔβʔͷ؍ଌʹΑͬͯɺδΣοτͷۦಈߏػɺϑϨΞݱͷղ໌ (ΨϯϚઢ

ͷ์ࣹߏػɺ์ࣹࢠཻݯͷՃߏػͳͲ)ͷղ໌͕ՄͱͳΔɻߋʹɺAGN͕ۜՏܥ֎ʹ͋ΔࣄΛར༻͢Δ

ͱɺߴΤωϧΪʔΨϯϚઢ͕Մࢹ֎ઢྖҬͷޫͱԠ͠ɺ͞ޫݮΕΔ͜ͱ͔Βɺޫɺ֎എޫܠͷີ

ΛੵݟΔ͜ͱ͕ՄʹͳΔɻ͜ΕΒͷഎޫࣹ์ܠۜՏͷܗʹ์ࣹ͞ΕΔͨΊɺۜՏͷӉ

తਐԽΛ͢ূݕΔ͜ͱʹ͕ܨΔɻҎ্ͷςʔϚʹ͍ͭͯ࠷৽ͷڀݚՌΛհͨ͠ޙɺݐࡏݱઃதͰ͋

Δ CTAͷߴΤωϧΪʔΨϯϚઢఱจֶʹର͢Δد༩Λड़Δɻ

1 ߴΤωϧΪʔΨϯϚઢఱମ

ఱମݱͷ؍ଌʹ༻͍ΒΕΔి࣓ͷதͰɺ࠷

ΤωϧΪʔଳ͍ߴ (E ∼ 1012 TeV)ʹଐ͢ΔͷΛ

ͿɻਤݺΤωϧΪʔΨϯϚઢͱߴ 1ࡏݱ·Ͱʹ؍

ଌ͞ΕͨߴΤωϧΪʔΨϯϚઢఱମΛද͍ͯ͠Δɻ

͜Ε·Ͱʹ 180ͷఱମ͕ ଌ͞Ε͓ͯΓɺ͜ΕΒ؍

ͷީิͱͯ͠ɺ৽֚ɺύϧαʔ෩Ӣɺ׆ಈۜ

Տ֩ͳͲ͕͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ɺະͩʹͦͷৄ

ߦ͕ڀݚଓͯ͠ܧࡏݱະ֬ͳͷଟ͘ɺ͕ࡉ

ͳΘΕ͍ͯΔɻߴΤωϧΪʔΨϯϚઢզʑ͕؍

ଌՄͳి࣓ͷɺߴ࠷ͷΤωϧΪʔΛͪɺ͜

ͷΑ͏ͳΨϯϚઢ૬ରతɺ࣓ڧɺ্Ͱ

౸ఈ͑ߟΒΕͳ͍Α͏ͳΤωϧΪʔεέʔϧͷݱ

͕ൃੜ͍ͯ͠Δ͔ڥΒͷ์ࣹͰ͋Δͱ͑ߟΒΕ

͍ͯΔɻߴΤωϧΪʔΨϯϚઢͷ؍ଌɺ͜ͷΑ

͏ͳݶۃঢ়ଶͷཧΛ໌Β͔ʹ͢Δɻ͍͑ݴΕ

ΨϯϚઢͷ؍ଌӉΛ࣮ࣨݧͱͨ͠ߴΤωϧΪʔ

ͷʹͳ͍ͬͯΔͷͰ͋Δɻূݕݱ

ਤ 1: TeVΨϯϚઢͰ؍ଌ͞ΕͨఱମͷεΧΠϚοϓ

(TeVCat2 2016)ɻਤۜՏ࠲ඪܥͰඳ͔Ε͓ͯΓɺ

ਤத৺Λ௨ΔਫฏઢఱͷۜՏʹରԠ͢ΔɻҰ༷

ʹ͍ͯ͠Δ͍͕׆ಈۜՏ֩Ͱ͋ΓɺۜՏ໘

ۙลʹ͍ͯ͠ΔɺϐϯΫͷͦΕͧΕ৽

֚ɺύϧαʔ෩ӢΛද͢ɻ

2 ಈۜՏ֩ʢAGNʣ׆

ߴΤωϧΪʔΨϯϚઢ͕؍ଌ͞ΕΔఱମͷதͰ

ɺۜՏܥ֎ʹ͢ΔఱମͷҰ͕ͭɺ׆ಈۜՏ֩
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(Active Galactic Nuclei)(ਤ 2)Ͱ͋Δɻ

ಈۜՏ֩ͱۜՏத৺Ͱඇৗʹ໌Δً͘͘ྖҬ׆

ͷࣄΛ͠ࢦɺʹͦͷ໌Δۜ͞ՏΛ্ճΔࣄ

͋Δɻ׆ಈۜՏ֩ओʹڊେϒϥοΫϗʔϧΛத

৺ͱͨ͠ڥͰ͋ΓɺओʹϒϥοΫϗʔϧपลʹଘ

ͷ߱ͦʹࡍΔΨε͕ϒϥοΫϗʔϧʹ߱ண͢Δ͢ࡏ

ணΤωϧΪʔ͕ม͞Εͯඇৗʹ໌Δً͍͍ͯ͘Δ

ͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ׆ಈۜՏ֩ʹ༷ʑͳछྨ͕͋

ΓɺిۜՏɺBL LacܕఱମɺηΠϑΝʔτۜՏɺ

ΫΣʔαʔɺిڧɺεϖΫτϧதͷًઢʹ

Αͬͯྨ͞Ε͍ͯΔɻࠓɺ͜ΕΒͷҧ͍ϒϥο

Ϋϗʔϧͷ࣭ྔͱΨε߱ணɺδΣοτͷ༗ແͱڧ

ɺٴͼ׆ಈۜՏ֩ΛҟͳΔํ͔Β؍ଌͨ͠߹

ͷࠩҟͩͱ͑ߟΒΕ͓ͯΓɺͦͷ౷ҰϞσϧͷڀݚ

͕ਐΜͰ͍Δɻ

ൣʹಈۜՏ֩ͷ์ࣹ͢Δి࣓ͷଳҬඇৗ׆

ғʹΔɻࠓ·Ͱి͔ΒΨϯϚઢ·Ͱͷ͋ΒΏ

Δి࣓ྖҬͰ؍ଌ͕ߦͳΘΕɺAGNͷཧղ͕ਐΜ

Ͱ͖ͨɻதͰߴΤωϧΪʔΨϯϚઢͰ؍ଌ͢Δ

ॏཁͱͳΔͷҰ෦ͷAGN͕ͭδΣοτ͔Βʹࡍ

ͷ์ࣹͰ͋Δɻ͜ͷδΣοτओʹڊେϒϥοΫ

ϗʔϧʹपғͷ࣭͕߱ண͢Δܗʹࡍ͞ΕΔͱߟ

͑ΒΕ͍ͯΔ͕ɺͦͷཧߏػະͩʹղ໌͞Εͯ

͍ͳ͍ɻδΣοτͷେ෦ͰϩʔϨϯπҼࢠ Γ=10Λ

͑Δ૬ରతʹୡ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔͍ͬͯ

ΔɻδΣοτ͕؍ଌऀͷࢹઢํۙ͘Λ͍͍ͯΔ

ͷΛಛʹϒϨʔβʔͱݺͼɺ૬ରతϏʔϛϯάޮ

ՌʹΑΓɺඇৗʹ໌Δً͍ͯ͑͘ݟΔɻδΣοτͦ

ͷੜڵʹߏػຯ͕͚ΒΕ͍ͯΔ͚ͩͰͳ͘ɺಥ

͜ىΔ͔ؒΒఔͷมಈݱ (ϑϨΞݱ

)ʹରͯ͠ɺະͩͦͷݪҼ໌͍ͯ͠ͳ͍ɻ͜

ͷͨΊɺͦͷղ໌ʹ͚ͯΜʹߦ͕ڀݚͳΘΕͯ

͍Δɻ

ϒϨʔβʔͷεϖΫτϧɺ͓͓·͔ʹδΣοτ

෦ͰՃ͞Εͨ૬ରతిࢠʹΑΔγϯΫϩτϩ

ϯ์ࣹͱٯίϯϓτϯ์ࣹͰߏ͞Ε͍ͯΔͱ͑ߟ

ΒΕ͍ͯΔ (ਤ 3)ɻి͔Βޫ֎ઢ͘͠ Xઌ

·ͰγϯΫϩτϩϯ์ࣹͰ͋Δ͜ͱཱ͕͍֬ͯ͠

ΔɻҰํɺΨϯϚઢͷݯىɺϒϨʔβʔͷछྨʹ

ΑͬͯɺγϯΫϩτϩϯޫࢠΛछޫࢠͱ͢Δࣗݾί

ϯϓτϯߏػɺ͘͠δΣοτ֎෦ͷޫࢠΛछޫࢠ

ͱ͢Δ֎෦ίϯϓτϯߏػͳͲ͕͑ߟΒΕΔɻଞʹ

ϋυϩϯ༝དྷͷ์ࣹϞσϧ͕ଘ͠ࡏɺ͜ΕΒ࠷

ͷՄੑؚΊ͕ͯٞݯىΤωϧΪʔӉઢͷߴ

ଓ͍͍ͯΔɻ

ਤ 2: େڊಈۜՏ֩ͷΠϝʔδɻۜՏͷத৺ʹ׆

ϒϥοΫϗʔϧ͕ଘ͠ࡏɺपғͷ࣭͕ϒϥοΫϗʔ

ϧʹ߱ண͢ΔͷΤωϧΪʔͰً͍͍ͯΔͱ͞ΕΔɻ

ಈۜՏ֩ͷ͏ͪ׆ 1ׂఔ͍ڧδΣοτΛͭɻ

3 ۜՏܥ֎എޫܠͱAGN

ॏ৺ࢠి͍͓ͯʹܥͷ੩ྔ࣭ࢭͷ 2ഒΛ͢Τω

ϧΪʔΛͭޫࢠಉ͕িಥ͢Δͱɺిࢠཅి͕ࢠ

ରੜ͞ΕΔɻยํͷޫ͕ࢠߴΤωϧΪʔΨϯϚ

ઢ (TeV)Ͱ͋Δͱ͖ɺ͏ҰํͷޫࢠͷΤωϧΪʔ

֎ઢ͔ΒՄޫࢹͷྖҬʹ૬͢Δɻ

γ + γ → e+ + e− (1)

͜ͷΑ͏ͳԠΛ༻͍ͯɺۜՏܥ֎എޫܠ (Extra-

galactic Background Light) ͷྔΛੵݟΔͱ͍͏ݚ

ͳ͞Ε͍ͯΔɻઌʹड़ͨΑ͏ʹɺҰ෦ͷAGN͕ڀ

ͷεϖΫτϧҰൠతʹٯίϯϓτϯ์ࣹͰ্ख͘

આ໌͕Ͱ͖ΔɻϒϨʔβʔ͔Β์ࣹ͞Εٿʹ౸དྷ

͢ΔΨϯϚઢɺͦͷܦ࿏্ͰޫݮΛड͚Δɻ͜ͷ

ͨΊɺզʑ͕؍ଌ͍ͯ͠ΔΨϯϚઢɺޙޫݮͷ

ͷͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɻෳͷϒϨʔβʔͷ؍ଌ݁

Ռ͔ΒɺϒϨʔβʔ͔Β์ࣹ͞ΕͨࡍͷεϖΫτϧ

Λ༧͠ɺ؍ଌྔͱ༧εϖΫτϧͱͷ͔ࠩΒΨϯ

ϚઢͷྔޫݮΛੵݟΔ͜ͱʹΑΓɺۜՏؒͷޫ
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ਤ 3: ಈۜՏ֩ͷ͏ͪɺBL׆ Lacܕఱମͷಛతͳ

εϖΫτϧ (F.Tavecchio et al. 1998)ɻࠨͷϐʔΫ

γϯΫϩτϩϯ์ࣹʹ༝དྷ͠ɺӈٯίϯϓτϯ

ཚ༝དྷͷϐʔΫͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻߴΤωϧΪʔ

ΨϯϚઢͷ์ࣹߏػʹɺ૬ରతిࢠͷٯίϯ

ϓτϯཚʹ༝དྷ͢ΔϨϓτϯϞσϧͱɺߴΤωϧ

Ϊʔཅ͔ࢠΒ࡞ΒΕΔ πத͓ؒࢠΑͼి࣓Χεέʔ

υ༝དྷͷϋυϩϯϞσϧ͕͋Δ͕ɺTeVΨϯϚઢϒ

Ϩʔβʔͱͯ͠༗໊ͳMrk501Mrk421Ϩϓτ

ϯϞσϧͰઆ໌͢Δ͜ͱ͕Մͩͱ͞Ε͍ͯΔɻ

֎എࣹ์ܠΛਪఆ͢Δ͜ͱ͕ՄʹͳΔɻޫ֎ͷ

എࣹ์ܠۜՏͷܗʹ์ࣹ͞ΕΔͨΊɺۜ

Տۭؒؒʹ͜Ε·Ͱܗ͞Ε͔ͨΒͷ์ࣹ͕ੵ

Έॏͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷͨΊɺEBLͷྔΛਪఆ͢Δ͜

ͱͰܗٴͼۜՏͷܗʹ੍ݶΛ͚Δ͜ͱ͕

ग़དྷΔɻ͠ΨϯϚઢʹΑΔ EBLྔͷ੍͕ݶ

ଌఆͷ݁ՌΛ্ճΔ߹ɺଌఆਫ਼ͷӨڹҎ֎ʹ

ɺޫ֎Ͱଊ͖͑Ε͍ͯͳ͍ɺۜՏ͕ଘ͢ࡏΔ

Մੑ͕ࣔࠦ͞ΕΔɻߋʹɺߴΤωϧΪʔΨϯϚ

ઢͷޫݮʹੜ͞ΕΔೋిࢠɺۜՏؒͷ࣓

ʹΑΓͦͷӡಈʹӨڹΛड͚Δɻ͜ͷిࢠٯίϯ

ϓτϯཚΛ͓ͯ͜͠ɺೋతͳߴΤωϧΪʔΨ

ϯϚઢΛੜ͢Δɻ͜ͷ݁Ռɺԕํ͔Β౸དྷ͢Δ

Λड͚Δɻ͜ͷޮՌΛΤωϧΪʔΨϯϚઢ֦ߴ

ར༻ͯ͠Ӊॳظͷ࣓Λਪఆ͢Δ͜ͱՄͰ͋

Δͱ͑ߟΒΕ͍ͯΔɻ࠷৽ͷ݁ڀݚՌ (ਤ 4)ͰΨ

ϯϚઢͷ؍ଌ͔ΒՄࢹ֎ઢྖҬͷഎޫܠͷྔʹ੍

Λ͔͚Δ͜ͱʹޭͨ͠ɻݶ

ਤ 4: EBL ͷϞσϧͱ؍ଌ݁Ռ (M.L.Ahnen et al.

2016)ɺ࣮ઢ (Domingues et al. 2011)ʹΑΔ EBL

ͷີ༧ɻଳঢ়ͷྖҬ͕ɺFermi, H.E.S.S., MAGIC

ʹΑΔ؍ଌత੍ݶͰ͋Γɺਤதͷ֤ޫ֎Ͱߦ

ͳΘΕͨ؍ଌͷ݁ՌΛ͍ࣔͯ͠ΔɻTeVΨϯϚ

ઢͷ؍ଌʹΑΓɺeVఔͷΤωϧΪʔΛͭ EBL

ʹର੍͕ͯ͠ݶ͚ΒΕ͖ͯͨɻ

4 ղ૾ܕେؾνΣϨϯίϑԕڸ

ߴΤωϧΪʔΨϯϚઢͷΤωϧΪʔଳҬͰɺҰ

ൠతʹޫࢠͷΤωϧΪʔ૿ՃʹͭΕɺ౸དྷ͢Δޫࢠ

ݮগ͢ΔɻߋʹɺFermiΨϯϚઢӉԕڸΛ

දͱ͢ΔਓӴܕͷԕڸͰɺ؍ଌஔͷੑ

ݶք͍؍ଌ͕ࠔʹͳΔɻͦͷΛղܾ

͠ɺߴΤωϧΪʔΨϯϚઢͷ؍ଌʹ༻͍ΒΕ͍ͯ

Δͷ͕ղ૾ܕେؾνΣϨϯίϑԕڸͰ͋Δɻ

େؾνΣϨϯίϑޫͱɺӉ͔Β౸དྷ͠େؾͱ

૬࡞ޓ༻ͨ͠Ӊઢ͕Ҿ͖ؾۭ͢͜ىγϟϫʔΑΓ

์ࣹ͞ΕΔޫͰ͋Δɻ͜ͷޫΛղ૾؍ଌ͢Δ͜ͱͰɺ

ΨϯϚઢΛࣝผ͠ɺͦͷ౸དྷํٴͼΤωϧΪʔͳ

ͲΛಛఆ͠ɺఱମΛ؍ଌ͢Δɻͦͷ؍ଌ 1980

͔Β·Γɺࡏݱɺୈੈܕͷԕ͕ڸՔಇதͰ

͋ΓɺMAGIC(ਤ 5)ɺH.E.S.S.ɺVERITASͱ͍ͬͨ

ԕ׆͕ڸ༂͍ͯ͠Δɻ͜ΕΒͷԕڸɺߴΤ
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ਤ 5: ɻΧφϦΞॾౡڸՔಇதͷMAGICԕࡏݱ

ϥɾύϧϚʹҐஔ͠ɺೋͷԕڸʹΑͬͯεςϨ

Φ؍ଌΛ͍ͯͬߦΔɻܘ 17mͷڸΛͪɺ50GeV

͔Β 30TeV·ͰͷΤωϧΪʔΛͭΨϯϚઢΛ؍ଌ

͢Δ͜ͱ͕ՄͰ͋Δɻ

ωϧΪʔΨϯϚઢ؍ଌ͕·ͬͨॳͱൺֱ͢Δͱ

100ഒͷײΛͪɺ͜ΕΒͷԕڸʹΑΓɺTeVྖ

ҬͷΨϯϚઢఱจֶʹେ͖ͳൃల͕ͨΒ͞Εͯ

͖ͨɻ

5 CTAʢCherenkov Telescope

ArrayʣͱߴΤωϧΪʔΨϯ

Ϛઢ؍ଌ

্Ͱड़ͨ AGNٴͼ EBLͷڀݚΛΊͱͨ͠ɺ

ߴΤωϧΪʔΨϯϚઢఱจֶʹߋͳΔൃలΛͨΒ

͢ͱظ͞Ε͍ͯΔͷ͕CTA(Cherenkov Telescope

Array) Ͱ͋ΔɻCTA ੈքੑߴ࠷ͷେؾνΣϨ

ϯίϑԕڸΛ͠ࢦɺੈք 32ϲྗڠࠃͷԼݐઃ

͕ਐΜͰ͍ΔɻCTA ߦݱͷେؾνΣϨϯίϑ

ԕڸͱൺֱͯ͠ɺ10ഒͷΤωϧΪʔϑϥοΫεײ

(10−14 ergcm−2s−1) 3ഒͷ֯ղ (2 arcmin)ɺ

ΤωϧΪʔᮢ (20GeV)ɺ10ഒͷؒղ (1-

10 s)ɺଞʹྨΛݟͳ͍ੑΛͭɻಛʹ AGNͷ

ɺޫ͔ͯ͠׆ଌʹؔͯͦ͠ͷؒղͷྑ͞Λ؍

ۂઢͷมԽΛৄهʹࡉ͠ɺ์ࣹɾཻࢠՃߏػ

ͷཧͷৄࡉʹഭΔ͕ࣄՄͰ͋Δ (ਤ 6)ɻ·ͨɺײ

ͷ্ʹΑͬͯ؍ଌՄͳΤωϧΪʔଳҬେ͖

Γɺೆ͕͘ 2ͭͷ؍ଌαΠτ͔ΒશఱΛΧόʔ

͢Δ͜ͱͰɺࡏݱ Τωߴ͞Ε͍ͯΔ֬ݸ180

ϧΪʔΨϯϚઢఱମɺ1000ݸΛ͢ͱ༧͞Εͯ

͍Δɻ؍ଌΤωϧΪʔଳҬͷ֦େɺΑΓ͍ଳҬ

ʹ͓͚Δޫ֎എޫܠͷ੍ݶΛՄͱ͠ɺEBLͷ

͑ߟͳΔൃల͕ͨΒ͞ΕΔͱߋଌʹରͯ͠ɺ؍

ΒΕ͍ͯΔɻࡏݱαΠτʹେܘޱԕڸ (ਤ 7)

ͷॳ߸ػΛݐઃதͰ͋Γɺ2017ʹӡ༻Λ։

͢Δ༧ఆͰ͋Δɻ

ਤ 6: ಈۜՏ֩׆ PKS2155-304 ͷޫۂઢͷൺֱ

(H.Sol et al. 2013)ɻ্H.E.S.S.Ͱ؍ଌ͞Ε࣮ͨࡍ

ͷσʔλͰ͋ΓɺԼCTAʹΑΓ؍ଌ͕༧͞ΕΔ

σʔλͷγϛϡϨʔγϣϯ݁ՌͰ͋ΔɻCTAͰΑ

Γߴਫ਼ͷؒղΛ༻͍ͯɺΑΓৄࡉͳؒม

ԽΛ؍ଌ͢Δ͕ࣄՄͱͳΔɻ

Reference
TeVCat2 tevcat2.uchicago.edu/ 2016

F.Tavecchio, L.Maraschi, & G.Chisellini ApJ. 509
(1998) 608

M.L.Ahnen et al. A&A. 590 (2016) A24
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密度行列を用いた，超新星ニュートリノの振動計算

藤井 貴之 (東京理科大学大学院 理工学研究科)

Abstract

超新星爆発は元素の起源や銀河進化に関連する最も重要な天体現象の一つである．そして，この爆発が起

こった際に生成・放出されるニュートリノを検出することは，超新星爆発を研究する有効な手段であること

が知られている．しかし，超新星ニュートリノは，コアから地球に到達するまでにさまざまなものと相互作

用する．ひとつは超新星を形成している物質であり，もうひとつはコア近傍においてニュートリノが大量に

存在することに起因する，ニュートリノ自己相互作用である．こちらについては，非線形効果であり，観測

結果にどのような影響を与えるのか分かっていない．それに対して最近，自己相互作用を含んだニュートリ

ノ振動の計算手法として，ニュートリノのフレーバーの存在確率および混在度を成分とする密度行列を用い

て計算する手法が提案された．そこで我々は，先行研究 (Y.Zhang & A.Burrows 2013)に基づいて，ニュー

トリノ振動について計算するコードを新たに開発した。今回は基礎研究としてシミュレーションによる超新

星の密度分布を用いて物質効果に関する計算を行い，従来の計算手法での結果を再現することができた．ま

た，CP対称性の破れを考慮した計算を行ったので，合わせて紹介する．

1 Introduction

ニュートリノ振動は，Maki et al.によって 1962年

に初めて提唱された現象である．ニュートリノには

三種類のフレーバー固有状態が存在し，反粒子であ

る反ニュートリノを含めて六種類存在する．それぞ

れの状態は三種類の質量固有状態の重ね合わせであ

り，時間が経過すると（位置が変化すると）重ね合

わせの状態が変化する．このときフレーバーが変化

することをニュートリノ振動と呼ぶ．超新星爆発に

よって放出されたニュートリノは，地上に到達するま

でに三種類の効果によって振動を起こす．それぞれ

1. 真空効果 (H0)

2. 超新星物質による物質効果 (He)

3. ニュートリノ同士の自己相互作用 (Hνν′)

である．

これらの内，真空効果と物質効果が線形効果であ

るため解析的に解くことができ，これまでさまざまな

超新星モデルに対して計算が行われてきた．しかし，

自己相互作用は非線形効果であり，観測結果にどのよ

うな影響を与えるのか分かっていない．MultiAngle-

MultiEnergy効果や超新星の時間依存性による不安

定性など，未だに研究が行われている．

2 Methods

ニュートリノのフレーバーの存在確率および混在

度を成分とする密度行列 F：

F = ⟨ν|ρ|ν⟩ =

ρee ρeµ ρeτ

ρµe ρµµ ρµτ

ρτe ρτµ ρττ

 (1)

(ρはWigner phase space densityである)に対して，

以下の式が成り立つ (P.Strack et al. 2005)：

ハイゼンベルク-ボルツマン方程式� �
∂F

∂t
+ v⃗ · ∂F

∂r⃗
+ ˙⃗p · ∂F

∂p⃗
= −i[H,F ] + C� �

ただし，Cは古典的な衝突項（衝突，散乱，吸収）を

表す．

ここで，ニュートリノの質量差は十分に小さいの

で，SU(3)の構造定数 cαβγ およびゲルマン行列 λγ

を用いると上式は

∂fγ
∂t

+ v⃗ · ∂fγ
∂r⃗

+ ˙⃗p · ∂fγ
∂p⃗

= 2cαβγH
αfβλγ +Cγ (2)

となる．fγ は密度行列 F の成分である (F = fγλ
γ)．

今回は計算を簡単にするため，超新星を球対称と
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仮定して，衝突項を無視した：

v
∂fγ
∂r

= 2cαβγH
αfβλγ (3)

3 Results

本計算においては，超新星内部の電子密度分布 ne

として菊池による計算結果 (H.Kikuchi & H.Suzuki

2012)を用いた．これは，多次元ニュートリノ加熱効

果を球対称モデルに取り込むことで爆発させている．

図 1は，バウンスしてから t = 0.127 s, 6.26 sにおけ

るデータである．
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図 1: 電子密度分布

ここで，図 1の t = 6.26 sを見ると，r = 2.0 ×
104 km 付近で電子密度が上昇がしているのが分か

る．0.127 sでは外層部の密度分布はなだらかである

が，6.26 sのときは衝撃波が外層部にあり密度分布

に小山が現れている．それに伴って，0.127 sと比べ

ると 6.26 sは衝撃波よりも内側の領域で電子密度が

低下しており，これは衝撃波の通過した領域で電子

捕獲反応が進んだためである．このような二つの時

点における密度分布の違いから，超新星外層部を通

過する超新星ニュートリノの振動はどのような影響

を受けるか調べた．（計算結果は図 2）．

ただし，初期位置で νeの生存確率を 1として，三種

類のフレーバー固有状態の持つエネルギーを 10MeV

として計算している．

その結果，図 2から分かるように，振動の計算結

果の特徴は大きく変わった．まず，t = 0.127 sは外

側に伝播していく過程で νeが滑らかに νµ, ντ に変化
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図 2: νe の生存確率

している．これは前述したように，密度分布がなだ

らかなために断熱性がよく効いたのだと考えられる．

一方で，6.26 sはあまりなだらかでないため，断熱

性があまり効かなかったのだと考えられる．

4 Conclusion

本集録では載せていないが，研究においては密度

行列を用いた計算手法の確立および計算コードの作

成を行い，その過程でシュレディンガー方程式によ

る計算結果と比較をすることによって妥当性を確認

している．また，既知のニュートリノ振動パラメー

タを用いて，CP対称性の破れによる影響を調べた．

その結果，P (νe → νe)は CP phase parameterδ に

よらないが，他の確率 (νe → νµ など)は約 4%程度

の影響を受けることがわかった．これらの計算結果

はポスターにて掲示予定である．

今後は，MultiAngle-MutiEnergy効果やCollision

termを含めたコードの開発・計算を行い，その影響

によって振動の振舞いがどうなるか調べていく．
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現実的星間媒質中を伝播する超新星残骸衝撃波での宇宙線加速効率の測定

についての理論研究

霜田 治朗 (青山学院大学大学院 理工学研究科)

Abstract

我々は３次元磁気流体シミュレーションを用いて, SNR での Hα 輝線放射の固有運動と衝撃波接続条件か

ら見積もられる宇宙線加速効率が大きく見積もられうることを明らかにした。さらに, 宇宙線加速効率を準

解析的に評価したところ, 加速効率は上流の密度揺らぎの振幅程度の不定性を持ち, 数値計算の結果と大まか

に一致した。しかしながら先行研究では衝撃波上流の密度揺らぎの振幅は限られた場合でしか計算していな

い。実際の SNRの周囲の環境は多様であり, 例えば SN1006は銀河面から離れているので, 他の SNRより

も周辺媒質の揺らぎの振幅が典型的な星間媒質よりも小さいことが予想される。本研究では, 密度揺らぎの

振幅が典型的な星間媒質のものより小さい場合のシミュレーション結果について報告する。

1 イントロダクション

地球近傍の宇宙線のエネルギー密度を説明するた

めには、銀河系内の超新星爆発の爆発エネルギーの

うち ∼ 1-10 % が宇宙線加速に使われていれば説明

される。これを確認するために個々の超新星残骸で

の宇宙線の加速効率が様々な方法で測定されてきた。

その結果はいずれも高い加速効率を示唆しており, 超

新星残骸において衝撃波構造が宇宙線の反作用効果

によって変調する Cosmic-ray modified shock が駆

動している証拠だと考えられてきた。加速効率の測

定方法の一つとして, 衝撃波近傍からの放射の天球面

上の移動 (固有運動という)により衝撃波速度を測定

し, これと衝撃波下流の温度を比較するという手法が

用いられている (e.g, Helder et al. (2009); Morino et

al. (2013, 2014))。様々な波長域で膨張速度が測定さ

れており, そこから衝撃波接続条件によって下流温度

Tproperを見積もる。これと独立に実際の下流の温度

Tdownを測定することができれば, 宇宙線加速効率 η

を以下のように与えることができる。

η =
Tproper − Tdown

Tproper
(1)

ここでエネルギー損失は全て宇宙線加速によるもの

と仮定されている。

RCW 86と呼ばれる SNRではHαフィラメントの

固有運動から衝撃波速度が、分光観測から下流の温度

がそれぞれ測定されている。下流の温度を測定した領

域上の 3本のHαフィラメントの固有速度はそれぞれ

1871, 1196, 1325, km/sと測定されている。これら

が局所的な衝撃波速度に等しいとすると、Rankine-

Hugoniotの関係式から衝撃波下流の温度はそれぞれ

Tproper ≈ 6.8, 2.8, 3.4, keVと見積もられる。このと

き式（1）から宇宙線加速効率は η ≈ 0.66, 0.18, 0.32

と見積もられる。

上の見積もりでは衝撃波を平行衝撃波（衝撃波法

線ベクトルと流入する流れが平行）と仮定しており、

エネルギー損失は全て宇宙線加速によるものと仮定

している。これらの仮定は現実の SNRには妥当では

ないと考えられる。観測されている Hαフィラメン

トの固有運動には分散が確認されており、衝撃波が

非一様な媒質中を伝播していることを示唆している。

我々は現実的星間媒質を伝播する SNR衝撃波の 3

次元の磁気流体シミュレーションデータから Hα放

射を計算し、その固有運動を擬似観測し宇宙線加速

効率を見積もった。その結果、典型的な星間媒質と

同程度の振幅の密度揺らぎを考えた場合、見かけの

宇宙線加速効率は 10 − 40%と見積もられた。さら

に、簡単な解析的評価から見かけの加速効率 ηは、(
∆ρ

⟨ρ⟩0

)2

< η < 2
∆ρ

⟨ρ⟩0
(2)

と見積もられる（Shimoda et al. (2015)）。ここで

∆ρ/⟨ρ⟩0 は上流の密度揺らぎの振幅である。この見
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積もりは上述の典型的な星間媒質（∆ρ/⟨ρ⟩0 = 0.3）

に対する数値計算の結果と大まかに一致する。しかし

ながら、実際の SNRの周辺環境は多種多様であり、

例えば SN 1006と呼ばれる SNRは銀河面から離れ

ているので、他の SNRより周辺媒質の揺らぎの振幅

が小さいことが予想される。ここでは∆ρ/⟨ρ⟩0 = 0.1

の場合の計算結果について報告する。

2 非一様媒質中を伝播する衝撃波

最近の多次元磁気流体数値シミュレーションによっ

て, 典型的な星間媒質で期待される密度揺らぎの振幅

と Kolmogorov的な密度パワースペクトラムを持っ

た媒質中を伝播する衝撃波では, 衝撃波面と (慣性領

域の)密度揺らぎとの相互作用によって衝撃波面が波

打ち, 下流で強い磁気乱流が駆動することが報告さ

れている (Inoue et al. (2009))。これらのシミュレー

ションは超新星残骸の順行衝撃波 (Foward Shock)が

局所的に斜め衝撃波となることを強く支持している。

斜め衝撃波のとき、衝撃波法線に垂直なエネルギー

フラックス成分は散逸されないため、下流の温度は

平行衝撃波を仮定した見積もりよりも小さくなる。

本研究では非一様媒質中を伝播する衝撃波を解いた

Inoue et al. (2013)の 3次元磁気流体シミュレーショ

ンデータを用いて, ηが一般に大きく見積もられるこ

とを再現する。

3 MHDシミュレーションとHα放

射の計算

ここでは Inoue et al. (2013)のMHDシミュレー

ションデータを用いる。Inoue et al. (2013)のModel

3では現実的な星間媒質中を伝播する衝撃波について

解かれており、上流媒質は Kolmogorov的なパラー

スペクトラム P1D(k) ≡ ρk2k2 ∝ k−5/3 をもち、

∆ρ/⟨ρ⟩0 = 0.1である。ここで ρk, k, ⟨ρ⟩0はそれぞれ
密度のフーリエ成分、波数、初期の平均密度である。

∆ρ =
(
⟨ρ2⟩ − ⟨ρ⟩20

)
は密度分散である

より詳細は Inoue et al. (2013)の Section 2を参

照。Model 3を SN 1006のような、あまりかき乱さ

れていない星間媒質中を伝播する SNR 衝撃波とみ

なす。

宇宙線加速効率 ηを見積もるために、Helder et al.

(2013); Shimoda et al. (2015)と同様な方法でHα放

射を計算し、固有運動を擬似観測した。

4 擬似観測結果

図 1: Hα放射イメージの計算結果。視線方向は z方

向。色は Hα放射の規格化したフラックス表す。固

有運動は青色の箱で示した 8領域で測定されている。

Region Vproper Tproper Tdown η

[108cm s−1] [keV] [keV]

1 1.64±0.06 5.3±0.4 5.0 0.05±0.06

2 1.68±0.04 5.5±0.3 4.8 0.12±0.04

3 1.65±0.05 5.3±0.3 4.6 0.13±0.05

4 1.61±0.06 5.0±0.4 4.5 0.11±0.06

5 1.61±0.07 5.1±0.4 4.6 0.10±0.07

6 1.62±0.12 5.1±0.8 4.7 0.09±0.12

7 1.66±0.08 5.4±0.6 4.9 0.09±0.08

8 1.63±0.07 5.2±0.4 4.8 0.07±0.07

Mean/std. dev. 1.64/0.02 5.2/0.1 4.8/0.2 0.09/0.02

表 1: 固有運動の測定結果

図 1は計算した Hα放射イメージであり、固有運

動を青色の箱で示した 8領域で測定した。これらの

領域から表面輝度分布を抜き出し、Shimoda et al.
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(2015)と同様の方法で固有運動を測定した。式（1）

から宇宙線加速効率を評価するため、図 1で固有運

動を測定した領域内の衝撃波直後の平均温度を Tdown

として評価した。表 1は測定した固有運動速度と見

かけの宇宙線加速効率である。全ての領域で η > 0

となり、また式（2）の簡単な解析的評価と大まかに

一致する。

5 まとめと結論

我々は現実的星間媒質中を伝播するSNR衝撃波で、

衝撃波が斜め衝撃波となり衝撃波接線成分のエネル

ギーフラックスが散逸されないために、ミッシングな

熱エネルギーとして測定される宇宙線加速効率が大き

く見積もられ得ることを示した。先行研究から典型的

な星間媒質程度の振幅の密度揺らぎ（∆ρ/⟨ρ⟩0 = 0.3）

を考えた場合、見かけの宇宙線加速効率は 10− 40%

と測定され、SN 1006のような SNRで期待されるよ

うな揺らぎが小さい場合（∆ρ/⟨ρ⟩0 = 0.1）は∼ 10%

と測定された。これらはそれぞれ準解析的な見積も

り（式（2））と大まかに一致している。このことか

ら、Hαの固有運動の観測から見積もられる宇宙線加

速効率は衝撃波上流の密度揺らぎの振幅程度の不定

性が存在し、大きく見積もられ得ると考えられる。
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太陽系小天体（流星物質）の電波観測と日周変動の解析

小林　瑛史 (青山学院大学大学院理工学研究科)

Abstract

宇宙初期の星や銀河が放射した光が、宇宙膨張とともに赤方偏移して、宇宙赤外線背景放射として地球で観

測されているが、太陽系近傍に存在するダストは太陽からの電磁波により温められ、一部は赤外線を放射す

る。この黄道光の影響により、宇宙赤外線放射の正確な見積りは未解決問題となっている (赤外線超過問題)。

私たちは流星を電波を用いて観測した解析したデータから流星のカウント数の周期変動を調べることで、太

陽系近傍に存在するダストの分布を解明をすることができると考えている。流星の起源は宇宙空間に存在す

る約 0.1mm～数 cmの小さな塵である。この小天体が大気中の物質に衝突すると高温プラズマとなって発光

現象を起こし、これを流星として観測することができる。今回、私たちは牡羊座流星群に焦点を当てて、プ

ラズマによって反射（トムソン散乱）された電波エコーを受信し、データ解析を行うことでピークが昼間と

明け方に観測されることを確認した。昼間のピークは牡羊座が極大であることを示し、明け方は散在流星の

影響と考えられる。今後の展望としては、黄道付近に存在するダスト分布を精査する事で宇宙赤外線背景放

射の正確な見積もり、超高エネルギー宇宙線 (UHECR)の観測に応用することである。

1 Introduction

宇宙空間には多くの惑星間物質が漂っている。そ

の塵が大気に突入することにより、大気をプラズマ

化すると発光する。それを我々は流星として観測し

ている。この流星現象は上空約 90 km 110 kmで観

測される。大きさは 0.01 mm以下の物から、数 cm

の小石程度の物まで様々である。中でも彗星は大き

な楕円軌道で太陽のまわりを回っており、太陽の近

くでは多くの塵を放出する。その塵が彗星軌道上に

ダストチューブとよばれる、ダスト密度の濃い空間

を作り出す。そこに地球が公転運動によって入り込

むことにより、流星群と呼ばれる現象を生み出す。同

じく彗星由来のダストによるものであるが、長い時

間を拡散し、宇宙空間に漂うようになったものを散

在流星と呼ぶ。流星群と異なりダストの進行方向が

それぞれ異なるためランダムな方向から地球に降り

注いでいる。そのため地球の自転運動によって明け

方に多く観測される。

1.1 流星による電波の反射機構

我々が扱う超短波はどの電離層も通過するため、地

上では反射波を観測することは出来ない。しかし、流

星が作るプラズマによって電荷密度が通常よりも高

くなる。そのため超短波も反射することができ、地

上で反射波を観測することができる。

1.2 オーバーデンスエコー

オーバーデンスエコーとは、流星によって発生す

るプラズマ柱内の体積電子密度が高く、電波が金属

面であるかのように全反射してしまうエコーである。

オーバーデンスエコーとなる条件はマクスウェル方

程式から導出される電場の式から導かれる。電場の

式は電子の質量を m、電子の質量を e、体積電子密

度を n とすると

E(t, x) = E0e
i(ωt±

√
ω2−ω2

p

c x) (1)

ω2
p =

4πne2

m
(2)

ただし、ここで電磁場はX方向に伝搬すると考える。

　ここで、　ω　と　ωp　の関係性を考える。

　ω > ωpのとき

k = ±

√
ω2 − ω2

p

c
(3)
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であり、これを式 (1)に代入しても式が変わらない

ため、電磁波は伝搬し続ける。

一方、ω < ωp 　のとき

k = ±i

√
ω2 − ω2

p

c
(4)

であるので式 (1)に代入すると以下のようになる。

ei(ωt−kx) = eiωte−ikx (5)

= eiωte±

√
ω2 − ω2

p

c
(6)

eの肩の符号が正であるとき、xの値が大きくなれば

式 (5)の値が無限に発散してしまい物理的に考えら

れない。一方、符号が負ならば、e

√
ω2−ω2

p

c xが減少し

てしいくので、xがある値に達すると電磁波が進むこ

とが出来なくなり反射する。このようにプラズマ周

波数　ωp　の値が電波の周波数より大きいとき電磁

波は金属面と同じように全反射する。これがオーバ

ーデンスエコーの原理である。

1.2.1 アンダーデンスエコー

全反射を行わない場合を考える。送信波の電波が

プラズマ柱の中の自由電子に入射すると電子を揺ら

す。電子の速度 u が非相対論的 u�c のときを考え

る。この時、磁場によるローレンツ力を無視できる

。電子の運動方程式は

mẍ = −eE0 cosωt (7)

この系の双極子モーメントは

d = −ex (8)

である。これらの式から以下の式を得ることが出来る。

d̈ =
e2E0

m
cosωt (9)

以上より、電波が入射したことによって双極子モー

メントの時間についての二階微分が生じる。つまり

これは自由電子が加速度を得たことを示している。

電子は加速度を持つと電磁場を放出するので、入射

波により電子が電磁場を放射していることが分かる。

個の散乱をトムソン散乱と呼ぶ。このような反射機

構で反射されたエコーをアンダーデンスエコーとい

う。トムソン散乱の特徴として

１、散乱波の周波数は入射波の周波数と等しい。

２、入射波の全エネルギーと散乱波の全エネルギー

は等しい。

すなわち、トムソン散乱は弾性散乱であり、電磁波

のエネルギーが散乱前後で保存される。本来、送信

された電波はトムソン散乱によって別の電波として

観測されるが、散乱前後で周波数も全エネルギーも

等しいため、一つの電波が流星で反射したようにと

らえることが出来る。

2 Methods/Instruments

and Observations

HROは送信点から 53.75MHz帯の電波を発射し、

流星に反射した電波を受信点で観測するという仕組

みである。アンテナは受信点に設置され、送信店か

らの電波をとらえ、受信機に信号として送る役割を

持つ。HROで使用するアンテナは、2エレメントの

八木アンテナである。市販の八木アンテナは 51 MHz

付近に最適化されているため、他大生の方々と共同

で制作した、2エレメントの八木アンテナは半波長ダ

イポールアンテナに一本の反射器を追加した形をし

ている。流星エコーを効率よく受信するために、ビー

ムは天頂を向くように使う。サンプリング周波数は

3kHzで得られたデータはノイズが多いため、特定の

周波数のみをフーリエ変換により、除去した。ノイ

1: フーリエ変換によるノイズ除去後

ズの消去後に、それぞれのデータ毎について 5σ以上
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の電波エコーについて流星にエコーであると判断し

た。青い線は 10分間のデータのノイズのみで赤い線

はデータ全体を表している。

2: 10分間データのヒストグラム

3 Results

フーリエ変換からヒルベルト変換までのステップ

を 6月７日から 6月 9日までの取得したデータに適用

し、3日間の 5σにおける電波エコー継続時間 (0.03 s)

、ドップラーシフト± 40 Hzで制約したときの 1時

間あたりの電波エコー数をグラフ化した。6月 7日 0 :

00計測開始で一日のうちで深夜 1時ごろが第一次ピ

ークである。また 6時ころに第二次ピークが表れて

いる。

3: 3日間における小天体（流星物質）の数量の日周

変動

4 Discussion

4.1 流星群

流星群とは彗星がおよそ数 10µmのダストを放出

するとダストチューブを形成し地球が入り込むと、彗

星軌道と地球軌道が交差している場合にダストは特

定の方向から地球にまとめて飛び込んでくる現象で

ある。それぞれの流星群ごとにピークの位置が異な

る。今回の場合、おひつじ座流星群を観測した。お

ひつじ座がこの時期に南中に輻射点が一番高く上が

る時刻は深夜 1 : 33であった。実際に観測したデー

タの流星群のピークは深夜 1時から 2時にかけてで

あり、観測できていることが分かる。

4.2 散在流星

また、散在流星とは元は彗星起源のダストが時間

経過と共にダストチューブ内から太陽系内に拡散し、

地球に等方的に飛び込んでくる。彗星起源の他に小

惑星同士の衝突により生じたダストも存在する。地

球は反時計回りに太陽を公転し、反時計回りに自転

をする。よって、常に明け方を前面に向けて公転する

ために散在流星の観測できる時間帯は明け方となっ

ている。実際に 2次ピークは 1日のうち 6時ころで

あり散在流星であることと説明付けられて観測でき

ていることが分かる。

5 Conclusion

黄道光とは、黄道面 (地球の軌道面)に沿った淡い

光の帯である。その正体は、惑星間空間に漂っている

塵によって散乱された太陽光である。黄道光は、黄道

面から離れるに従って、どんどん暗くなる。黄道面付

近が明るく見えるのは、塵の個数密度が高くなって

いるからである。太陽に近づくほど明るく見えるの

は、塵の個数密度が増えることと、塵による光散乱

の効率が前方散乱でより強くなる。赤外線波長域に

おいて惑星間塵は、塵自体が発する熱放射として観

測される。ダストは太陽光の光を直接反射、または

吸収して暖められたダストが熱を再放射する際に赤

外線を発する。もう一度述べるが私たちが知りたい
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のは CIBである。CIBには宇宙初期の星や銀河がい

つ、どのくらいの量ができたかという情報が含まれ

ている。しかし前景光、特に黄道光による寄与が全体

の約 70％あるために観測を困難にしている。いかに

この量を正確に見積もる事ができるか重要になって

くる。以上のように黄道光の差し引きによる衛星の

直接観測とAGNの TeVガンマ線観測では CIBのス

ペクトルに差ができている。これは赤外線超過問題

とも呼ばれている。未だ正しい結論には至っていな

いが赤外線全放射強度の約 70％を占める黄道光など

の地球近傍の塵からの放射量が正確に見積もれてい

ないかと考える。そこで流星のレーダー観測により

流星程度の大きさ (数 10µm)のダスト量を正確に見

積り、赤外放射を出す大きさ（数µm）のダスト量を

相対比から仮定すれば、より正確に黄道光などの地

球近傍のダストの量を調べると考えられる。今回で

は、3日間のデータ取得による解析を行ったが、黄道

光の正確な見積りに寄与するためには、定常的な観

測により、年周期での変動を解析より、太陽系近傍

のダスト分布を明らかにすることが出来ると考えて

いる。
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େܕϨʔβʔΛ༻͍࣓ͨԽϓϥζϚதͷແিಥিܸͷੜ࣮ݧ

ਖ਼ ਸܓ (੨ֶӃେֶେֶӃ ཧڀݚֶՊ)

Abstract

ۜՏܥӉઢʢʙ1015.5 eVʣͷՃݯͷ࠷༗ྗީิͱͯ͠ɺ৽֚ʹ͓͚Δແিಥিܸ͕͛ڍΒ

ΕΔɻͦͷՃϝΧχζϜͱͯ͠ɺཻ࣓ి͕ࢠͰཚ͞Εͯিܸഁ໘Λԟ෮͢Δ͜ͱͰΤωϧΪʔΛಘΔɺ

ϑΣϧϛՃͳͲͷཧతϞσϧ͕͑ߟΒΕ͍ͯΔ͕શʹղ໌͞Ε͍ͯͳ͍ɻͦ͜Ͱզʑୈͷํ๏ͱ

ͯ͠ɺେܕϨʔβʔΛ༻্͍࣮ͨݧʹΑͬͯӉઢՃͷϝΧχζϜΛղ໌͢Δ͜ͱΛ͢ࢦɻզʑͷୈ

Ұඪ࣓தͷແিಥিܸΛੜ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ

Ұࡢͷ࣮ݧͰλʔήοτݯىͷϓϥζϚ͕িܸΛܗ͢Δલʹݮͯ͠͠·͍িܸੜʹࢸΒͳ

͔ͬͨɻࡢͷ࣮ݧͰͦΕΛվળ͢ΔͨΊͷແিಥিܸͷੜ݅ΛվΊܾͯ͑ߟఆͨ͠ɻͦͷύϥ

ϝʔλ݅Λ༻͍ͯɺ࣮ݧΛͨͬߦɻ࣓ൃੜஔͷނোʹΑΓɺ࣓ԽϓϥζϚதͷແিಥিܸͷੜʹ

ࢸΒͳ͔͕ͬͨɺ݁ՌΑΓٻΊͨ ejectaͷ͕ੜ݅Λຬͨ͢͜ͱΛ͚֬ͨͩ͠Ͱͳ͘ɺࡢࣦ

ഊͨ͠τϜιϯཚܭଌʹޭͨ͠ɻ·ͨɺ࠶ͼੜ݅Λຬͨͨ͢Ίͷ࣮ݧͷηοτΞοϓΛվྑͨ͠ɻ

1 Introduction

ٿʹߴΤωϧΪʔͷཻ͕ࢠઈ͑ͣඈདྷ͓ͯ͠

Γɺ͜ΕΛӉઢͱݺͿɻٿͰ؍ଌͨ͠ӉઢͷΤ

ωϧΪʔεϖΫτϧਤ 1ͱͳ͓ͬͯΓɺ͖ͷ

ͱͳ͍ͬͯΔɻͦͷͨΊӉઢͷՃݯىͱՃํ

๏͕ͱͳ͍ͬͯΔɻӉઢͷՃݯىͷީิͱ͠

ͯɺதੑࢠɾ γઢόʔετɾ׆ಈۜՏ֩ͳͲ͕ߟ

͑ΒΕ͍ͯΔɻಛʹɺۜՏܥӉઢ
!
< 1015.5eV

"

ͷՃݯىͷ࠷༗ྗީิͱͯ͠ɺ৽֚ (SNR)

ʹΑΓۦಈ͞ΕΔແিಥিܸ͕͛ڍΒΕΔɻ

িܸʹ͓͚ΔཻࢠͷՃϝΧχζϜͱͯ͠ɺϑΣ

ϧϛՃͱ͍͏Ϟσϧ͕͑ߟΒΕ͍ͯΔɻϑΣϧϛ

Ճɺཻ͕ࢠিܸ໘Λେ͖͑ͯ͘ɺ্ྲྀ-Լྲྀ

ΛԿԟ෮͢Δ͜ͱͰΤωϧΪʔΛ֫ಘ͢ΔϞσ

ϧͰ͋Δ͕ɺ͡ΊʹԾఆ͢Δඇతཻࢠͷੜํ

๏ʢೖʣ্ྲྀͱԼྲྀͰཻࢠΛཚͤ͞Δͨ

Ίͷి࣓ͷྭํى๏ͷΛؚΜͰ͓Γɺະͩ

શʹղ໌͞Ε͍ͯͳ͍ɻ

͜Ε·ͰɺӉઢͷՃϝΧχζϜʹ͍ͭͯͷڀݚ

ɺཧతڀݚ؍ଌత͕ڀݚओͳख๏ͱͯ͠ߦΘ

Ε͖͕ͯͨɺզʑେܕϨʔβʔΛ༻͍࣮ͨݧʹΑ

Γ্ͰӉʹ͍ۙཧݱΛ͜͢͜ىͱͰɺӉ

ઢͷՃߏػΛղ໌͠Α͏ͱͨ͑ߟɻୈҰͷඪ

ແিಥিܸΛੜ͢Δ͜ͱͰ͋ΓɺಛʹϚοϋ

M ∼ 3Ҏ্ͷແিಥিܸͷੜΛ͢ࢦɻ

ਤ 1: ӉઢͷΤωϧΪʔ (Gaisser 2006)

ਤ 2: ࣜਤݧ࣮
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2 Methods/Instruments

and Observations

ηϯڀݚେֶϨʔβʔΤωϧΪʔֶࡕɺେݧ࣮

λʔʹ͋Δܹޫ XII߸Λ༻͍ͯͨͬߦɻ

๏ʹ͍ͭͯઆ໌͢Δํݧ࣮ (ਤ 2)ɻΨεΛೖͨ͠

νϟϯόʔʹλʔήοτΛ͍ΕɺλʔήοτͷԼʹ

ੜஔ࣓ڧ (TOP-B)ͷίΠϧΛઃஔ͢Δɻλʔ

ήοτʹϨʔβʔΛরࣹ͢Δͱɺλʔήοτి͞

ΕϓϥζϚͱͳΓਧ͖ग़Δɻ͜ͷɺϓϥζϚ͔Β

ͷ੍ಈ์ࣹʹΑͬͯ Xઢ͕์ࣹ͞ΕͯงғؾΨεΛ

ి͠ɺ࣓ԽϓϥζϚΛੜ͢Δɻ࣓ԽϓϥζϚத

Λɺਧ͖ඈ͞ΕͨλʔήοτϓϥζϚ (ejecta)͕

ԻͰӡಈ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺແিಥিܸΛੜ

͢Δɻࡢͷ࣮ݧͷ؍ଌͰɺϓϥζϚͷࣗൃޫ

ଌΛ༻͍ͨɻܭཚଌɺτϜιϯܭଌɺγϟυܭ

3 Setup

ແিಥিܸΛੜɾ؍ଌ͢Δʹ͋ͨΓɺ̏ͭͷ

݅Λͨ͑ߟɻ

ҰͭিܸΛੜ͢ΔͨΊͷ݅Ͱ͋Δɻ࣓த

ͷিܸΛੜ͢ΔͨΊʹAlfvén MachMA͕

1Λ͍͑ͯΕΑ͍ͷͰɺ

MA =
vej
vA

> 1 (1)

͜͜Ͱɺvej  ejectaͷ,ɹ vA  Alfvén Mach

Ͱ͋Δɻ

ೋͭͷ݅ɺແিಥੑͰ͋Δɻͭ·ΓΫʔϩϯ

͚͓ʹཚ͢Βޮ͔ͳ͍ͨΊʹɺΠΦϯ-ΠΦϯؒ

ΔΫʔϩϯཚͷฏࣗۉ༝ߦఔ λii ͕ɺিܸͷయ

ܘతαΠζͰ͋ΔΠΦϯͷδϟΠϩܕ rg ΑΓे

େ͖͚ΕΑ͍ͷͰɺ

λii ≫ rg (2)

Λຬͨͤྑ͍ɻ

ൣࢹଌͷܭবׯଌ݅Ͱ͋Δɻ؍ͷ݅ͭ

ғܘ 1.2 cmͰ͋ΔͨΊɺ͜ΕΑΓিܸભҠ

ͷްΈ∼ rg͕ेখ͚͞ΕΑ͍ɻ͜ΕΛࣜͰද

͢ͱɺ

rg < 1.2 cm (3)

ͱͳΔɻ

ࣜ (1), ࣜ (2), ࣜ (3)ͷ݅Λʹ͍ͭͯม͠ܗɺ

িܸͱงғؾΨεͷ࣭ྔͱͷؔΛάϥϑ

Խͨ͠ͷ͕ਤ 3Ͱ͋Δɻ

ਤ 3: ແিಥিܸͷੜ݅

͜ΕΒͷ݅Λຬͨ͢λʔήοτͱϨʔβʔ݅

Λܾఆ͢ΔͨΊʹɺڈͷ࣮݁ݧՌͱҰݩࣹྲྀ

ମγϛϡϨʔγϣϯͰ͋Δ ILESTA1DΛ༻͍ͨɻ

Ұࡢͷ࣮ݧͰλʔήοτ͔ΒͷϓϥζϚͷ࣭

ྔ͕খ͗ͯ͢͞ɺিܸ͕ग़དྷΔલʹ ejecta͕ݮ

ͯ͠͠·ͬͨɻ؆୯ʹɺϨʔβʔΤωϧΪʔ͕શͯ

ejectaͷΤωϧΪʔͷ͍͘ͱ͑ߟΔͱ

Elaser =
1

2
mv2ej

ΑΓͦ͜Ͱɺࡢͷ࣮ݧͰϨʔβʔΤωϧΪʔΛ

2ʙ3ഒʹ͠ɺ࣭ྔ 2ഒʙ3ഒʹ͢Δ͜ͱͰ ejecta

ͷΛม͑ͣʹ࣭ྔΛ૿͠ɺݮ͢Δ·Ͱͷ

ؒΛ͘͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ·ͨɺงғؾΨεਫૉΨ

εΛ༻͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ͜ΕΒͷ͜ͱΛલఏʹɺͦ

ͷଞͷϨʔβʔ݅ٴͼλʔήοτ݅Λܾఆ͢Δ

ͨΊʹ̍ݩࣹྲྀମγϛϡϨʔγϣϯ ILESTA1D

Λ༻͍ͯܭΛͨͬߦɻ

Ϩʔβʔ݅ɺܹޫ XII߸ͷͷΛ༻͍ͯɺϨʔ

βʔΤωϧΪʔͱλʔήοτͷް͞ͷଞʹɺϨʔβʔ

ͷύϧε෯Λม͑ͯܭΛͨͬߦɻλʔήοτͷछ

ྨҰࡢͷ࣮ݧͰ༻͍ͨΞϧϛχϜʹͨ͠ɻ
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ද 1: ILESTA1Dͷ݁ܭՌ
laser energy ް͞ ύϧε෯ ϥϜѹྗϐʔΫ 

763 J/cm2(3 beam) 10 µm 1.3 ns 1.77× 1013 g/cms2 3.93× 107 cm/s
1527 J/cm2(6 beam) 10 µm 1.3 ns 5.54× 1013 g/cms2 7.34× 107 cm/s
2291 J/cm2(9 beam) 10 µm 1.3 ns 3.06× 1014 g/cms2 1.37× 108 cm/s

1527 J/cm2 12.5 µm 1.3 ns 4.09× 1013 g/cms2 5.45× 107 cm/s
2291 J/cm2 12.5 µm 1.3 ns 5.22× 1014 g/cms2 1.21× 108 cm/s
1527 J/cm2 15 µm 1.3 ns 3.33× 1013 g/cms2 4.48× 107 cm/s
2291 J/cm2 15 µm 1.3 ns 6.40× 1014 g/cms2 6.33× 107 cm/s

ਤ 4ΞϧϛχϜ 12.5 umͷ߹ͷ݁ܭՌΛӡ

ಈྔϑϥοΫε-Ґஔ ,(ਤࠨ) -Ґஔʢӈਤʣʹͭ

͍ͯϓϩοτͨ͠ͷͰ͋ΔɻλʔήοτͷॳظҐ

ஔ 5000 µ mɺϨʔβʔํϚΠφεํɺϨʔ

βʔܗΨγΞϯΛԾఆ͓ͯ͠ΓɺύϧεϨʔ

βʔͷϐʔΫ 3 nsͱͳ͍ͬͯΔɻt=10 nsʹ͜ͷ

݅ʹ͓͚ΔӡಈྔϑϥοΫε͕࠷େΛͱΔؒ

ͱͳ͍ͬͯΔɻಉ༷ʹӡಈྔϑϥοΫε͕࠷େͱͳ

ΔؒͱҐஔʹ͓͚Δ݁ՌΛ·ͱΊͨͷ͕ද 1Ͱ

͋Δɻ

ਤ 3 ΑΓɺ࣓͕ 4 TɺงғؾΨε͕ਫૉͰѹྗ

5 Torrͷ߹ʹແিಥিܸੜʹඞཁͳ݅ɺ

ejectaͷ͕ 5.0× 107ʙ4.5× 108Ͱ͋Δ͜ͱͰ͋

Δɻද 1͔ΒϨʔβʔΤωϧΪʔ͕େ͖͍ఔɺ͕

ΑΓ͘ͳΔͷͰɺϨʔβʔύϧε෯͕ 1.3 nsͷ

ͷΛ 9 beam༻͠ɺλʔήοτ 10, 12.5, 15 µm

ͷ̏ͭͷͷΛ४උ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻ

ਤ 4: ILESTA-1Dͷ݁ܭՌ (t=10 ns)

,ਤ:ϥϜѹྗ-Ґஔࠨ ӈਤ:-Ґஔ

ɹɹ Target : Al, ް͞ : 12.5 µm,

ɹɹ ॳظҐஔ (x=4987.5∼5000 µm)

ɹɹ Ϩʔβʔํ : - xํ

4 Results

Ͱશݧͷ࣮ࡢ 9௨Γͷ࣮ݧΛͨͬߦɻ࣓

ൃੜஔͷނোʹΑ࣓ͬͯ͋Γͷ࣮ݧͰ͖ͳ͔ͬ

͕ͨɺҰࡢͰ͖ͳ͔ͬͨਫૉͷѹྗΛଌͬͨ

༺ཚΛͱ͕Ͱ͖ͨɻ·ͨɺτϜιϯ͜͏ߦΛݧ࣮

ଌఆʹޭͨ͠ɻ͜͜Ͱ݁ՌΛൺ͍ߦଌΛܭ͍ͨ

ֱత៉ྷʹ؍ଌͰ͖ͨงғؾΨε H, ѹྗ 3.0 Torr,

Target: Al, ް͞ 12.5 µmͰͷ࣮݁ݧՌʹ͍ͭͯࡌ

ͤΔ (ਤ 5, ਤ 6)ɻ

ਤ 5ϓϥζϚͷࣗൃޫΛϨʔβʔઢ্ͷετϦʔ

ΫͰܭଌͨ͠ͷͰ͋Γɺԣ࣠ؒ (0ʙ50 ns)Ͱ

ॎλʔήοτ͔ΒͷڑͰ+xํ͕Ϩʔβʔํ

Ͱ͋Δɻਤ 5ΑΓ ejectaͷॳظΛܭଌͨ͠ͱ͜

Ζ 2.5× 107 cm/sͱͳΓɺ؍ଌͨ͠தͰݮ͢Δ

͜ͱͳ͘ ejecta͕͢͢Ή͜ͱΛ֬ͨ͠ɻਤ 6τ

Ϝιϯཚܭଌͷ݁ՌͰϨʔβʔরࣹ͔Β 40 nsޙͷ

ը૾Ͱ͋Δɻԣ͕࣠ͱͳ͓ͬͯΓɺॎ͕࣠Ґஔͱ

ͳ͍ͬͯΔɻೖࣹޫͷ 532 nmͰ͋Γɺཚޫ

ͷυοϓϥʔγϑτΛΈΔ͜ͱʹΑͬͯɺϓϥζϚͷ

ΛଌఆͰ͖Δɻͦͷ݁Ռɺ 2.8×107 cm/s

ͱͳΓετϦʔΫͷ݁Ռͱ͍ۙͱͳͬͨɻ͔͠͠ɺ

͜ͷΛਤ 3Ͱ͑ߟΔͱɺ࣓Λ 4 T͔͚ͨ߹

ʹແিಥੑͷ݅Λຬͨ͞ͳ͍Մੑ͕͋Δɻ

5 Discussion

ঢ়ͷηοτΞοϓͰݱ ejectaͷ͕Γͳ͍

ͨΊɺແিಥੑͷ݅Λຬͨ͠ʹ͍͘ͱ͍͏݁Ռʹ

ͳͬͨɻILESTA1DͰͨͬߦγϛϡϨʔγϣϯͰ

݁Ռͷ 5ഒఔେ͖͍ͱ͍͏༧Ͱ͕͋ͬͨɺ

͜ΕγϛϡϨʔγϣϯ͕Ψεͳ͠ͷ̍ݩγϛϡ

ϨʔγϣϯͰ͋Γɺ࣮ࡍͷ࣮ݧͰงғؾϓϥζϚ
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ਤ 5: ଌͷ݁Ռܭޫൃࣗ (39254)

ɹɹ Al 12.5 µm/H2 3Torr/࣓ͳ͠

ਤ 6: τϜιϯཚܭଌͷ݁Ռ (39254)ʢt = 40 nsʣ

ɹɹ Al 12.5 µm/H23 Torr/࣓ͳ͠

ͷதΛٿঢ়ʹ͍͕ͯͬΔͨΊͰ͋Δͱ͑ߟΒΕΔɻ

ຊ࣮ݧͰطʹϨʔβʔͷΛ࠷େ·Ͱ༻͓ͯ͠

Γɺ͜ΕҎ্ϨʔβʔΤωϧΪʔΛ૿͢͜ͱͰ

͖ͳ͍ɻͦͷͨΊɺejectaͷΛ͋͛ΔͨΊʹ

λʔήοτΛബ͘͢Δ͔͠ͳ͍͕ɺബ͗͘͢͠Δͱ

ejecta͕িܸΛੜ͢Δ·Ͱʹݮͯ͠͠·͏ͱ

͍͏͕ൃੜ͢Δɻͦ͜ͰզʑงғؾΨεͷີ

ͱ࣓ͷΛม͢ߋΔ͜ͱͰແিಥিܸͷੜ

݅Λݟ͢͜ͱʹ͢͢Δɻਤ 7งғؾΨεΛ 3

Torrͷਫૉʹ͠ɺԣ࣠ʹ࣓ɺॎ࣠ʹিܸͱ

֤ͯ͠มΛϓϩοτͨ͠ͷͰ͋Γɺॎ࣠ͱԣ࣠

ڞʹϩάͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷਤ͔Βɺ͕ 1 T

Ͱ͕ 2.3× 105 cm/sͷʹແিಥিܸੜͷ

݅Λຬͨ͢ͱ͑ߟΒΕΔɻैͬͯɺࠓճͷ࣮ݧͷ

ηοτΞοϓʹ࣓Λ 1 T͔͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Εແ

িಥিܸΛੜ͢Δ͜ͱ͕ظग़དྷΔɻτ̇Ϝιϯ

ࢠଌͰ͚ͩͰͳ͘ɺεϖΫτϧ͔Βిܭཚ

ີͱԹΛܭଌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ΕΑΓিܸ

ͷ໘લޙͰͷԹ͕Θ͔ΕɺিܸΛੜ͠

ΒΕΔɻͦͷͨΊʹɺճ͑ߟͱͳΓಘΔͱڌূͨ

ͷ࣮ݧͰ࣓ൃੜஔͱτϜιϯཚܭଌٴͼͦ

ͷଞͷܭଌثػΛಉʹ༻Ͱ͖ΔηοτΞοϓΛ

Δඞཁ͕͋Δɻ͑ߟ

ਤ 7: ແিಥিܸͷੜ݅

6 Conclusion

োʹΑΓ࣓ނͰɺ࣓ൃੜஔͷݧͷ࣮ࡢ

ԽϓϥζϚதͷແিಥিܸͷੜʹࢸΒͳ͔ͬ

͕ͨɺҰࡢͰͰ͋ͬͨ ejectaͷݮΛղܾ

͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻࡢͷ࣮ݧͱಉ͡ηοτΞο

ϓͰ 1Tͷ࣓Λ͔͚Δ͜ͱ͕ग़དྷΕɺແিಥি

ܸΛੜ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͑ߟΒΕΔɻ͜ΕΛ

ͱ࣓ܥଌ؍ʹͰ·ݧͷ࣮ࠓଌ͢ΔͨΊʹɺ؍

ੜஔΛڞଘͤ͞ΔͨΊͷηοτΞοϓΛ͑ߟΔ

ͷ͕՝Ͱ͋Δɻ

Reference
Thomas Gaisser, 2006, arXiv:0608553v1

Hoshino & Shimada 2002, APJ, 572:880-887

Masahiro Hoshino,2001,Progress of Theoretical Physics
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Gravitational Leptogenesis

安藤　健太 (東京大学大学院 理学系研究科)

Abstract

　宇宙論的物質・反物質非対称性を説明する理論はいくつかあるが、gravitational leptogenesis では、レ

プトンカレントへの重力アノマリーにその起源を求めている。CP oddなインフラトン場があると、インフ

レーション期に左右非対称の重力波が生じ、重力アノマリーが生じる。この理論についてレビューをする。

1 Introduction

宇宙における物質・反物質の非対称性は初期宇

宙の素粒子過程から説明されると考えられている。

WMAPによる観測から得られているバリオン数と

フォトン数の比

η ≡ nB/nγ ∼ 10−9 (1)

を説明するために、いくつかの理論が提案されている

が、どれが正しいかは分かっていない。この稿では、

gravitational leptogenesisの理論について、(S.H.S.

Alexander et al. 2006)の論文を中心にレビューする。

　素粒子スタンダードモデル（SM）にも、バリオン

数（B）レプトン数（L）を破る過程は存在する。B

や Lは、グローバルな U(1)対称性に対応するネー

ターチャージなので、古典的には保存量である。しか

し、SMは左巻きと右巻きが非対称な（カイラルな）

理論なので、量子補正を取り入れると次のようなカ

イラルアノマリーが存在する (M. Trodden 1999)。

∂µj
µ
B = ∂µj

µ
L

= nf

(
g2

32π2
W a

µνW̃
aµν − g′2

32π2
Fµν F̃

µν

) (2)

ここで、nf = 3は世代数、WとFはそれぞれSU(2)L

と U(1)Y のゲージ場の field strengthを表す。また、

W̃µν =
1

2
ϵµναβWαβ (3)

であり、F̃ も同様である。具体的なプロセスとして

は、真空のトポロジカル転移によってBや Lが変化

する。このプロセスでは、式（2）より、B −Lは変

化しないことに注意する。初期宇宙の高温では、ス

ファレロン機構という熱的なトポロジカル転移が平

衡になっているため、B−Lが変化しない限り、Bや

Lは洗い流されてしまう (V.A. Kuzmin et al. 1985)。

電弱相転移では平衡からのずれが弱いのである。よっ

て、SMを超える物理を用いて B − Lを破る機構を

考える必要がある。

　右巻きニュートリノを導入する leptogenesis は、

重い右巻きマヨラナニュートリノの崩壊で B −Lを

破って Lが作られ、これがスファレロンによって B

にも転換されるという理論である (M. Fukugita & T.

Yanagida 1986)。一方、gravitational leptogenesisで

は、重力アノマリーによって Lが作られる。

2 Review of Gravitational

Leptogenesis

この理論では物質場のラグランジアンはSMのもの

を用いるが、時空の扱い方が特徴的である。通常、素

粒子物理はミンコフスキー時空を想定し、宇宙論でも

宇宙膨張の効果をスケールファクター aを通して取り

入れる程度である。一方、gravitational leptogenesis

では一般の時空を考え、グラビトンを扱うことで生

じる重力アノマリーに注目する。また、後述のように

修正重力を要請する。(S.H.S. Alexander et al. 2006)

　レプトン数、あるいは全フェルミオン数への重力

アノマリーは次のように表される。

∂µj
µ
L =

Nl−r

16π2
RR̃　 (4)
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where

jµL = liγ
µli + νiγ

µνi, RR̃ =
1

2
ϵαβγδRαβρσRγδ

ρσ

(5)

この機構でレプトン数が生まれるには、Nl−r と RR̃

が共にノンゼロの寄与をすることが必要である。こ

こで、Nl−r は左巻きと右巻きのフェルミオンの自由

度の差であり、SMでは左巻きのみのニュートリノが

3世代あるので、Nl−r = 3である。式（4）は右巻き

ニュートリノのスケール µ ∼ 1014 GeV より下で有

効だと考えられている。

　 RR̃は Pontryagin densityと呼ばれ、一様等方の

Robertson-Walker計量では 0だが、そこからの揺ら

ぎを二次まで入れると、カイラルな（左巻きと右巻

きが非対称な）重力波からはノンゼロの寄与がある。

これは、Sakharovの条件のうち、CPの破れを反映

している。そのような CPの破れは、修正重力の相

互作用

∆L = F (ϕ)RR̃ (6)

から得られ、インフレーション期にカイラルな重力

波が生じる。。ここで、ϕは CP oddなインフラトン

場、F は ϕの奇関数である。この相互作用の痕跡を

CMBに観測できる可能性も研究されている (A.Lue

et al. 1999)。

　インフレーションで作られるレプトン数を定量的

に見積もる。RR̃に寄与する計量の揺らぎは、

ds2 =− dt2 + a2(t)[(1− h+)dx
2

+ (1 + h+)dy
2 + 2h×dxdy + dz2]

(7)

とパラメトライズできる。ここで、インフレーショ

ン中のスケールファクターを a(t) = eHtとする。CP

が見やすいように、重力波の偏極の基底として、

hL = (h+ − ih×)/
√
2, hR = (h+ + ih×)/

√
2 (8)

を用いる。式（7）の計量を用い、アインシュタイン

作用に式（6）を加えたものを変分すると、次の運動

方程式を得る。

□hL = −2i
Θ

a
ḣ′
L, □hR = −2i

Θ

a
ḣ′
R (9)

where

Θ = 8HF ′ϕ̇/M2
Pl (10)

slow-roll インフレーションの近似を適応している。

ドットは時間微分、プライムは F の ϕ微分である。

F = 0、つまり修正重力がないと、Θ = 0なので hL

と hRの運動方程式が一致し、RR̃ = 0となることが

わかる。

　テクニカルな計算ののち、式（4）を積分すること

で、生成されるレプトン数密度 nが求まる。

n =
1

72π4

(
H

MPl

)2

ΘH3
( µ

H

)6

(11)

積分の cut offとして µを用いている。この式は次

のように解釈できる。(H/MPl)
2 は重力波のパワー

を表す。Θは CP violationの大きさを表す。H3 は

地平線の中の体積の逆数に対応し、密度として適切

な次元を与える。(µ/H)6は短距離揺らぎの影響が大

きいことを表し、重力の量子補正が効いていること

と整合している。

　結果を観測値と比較する。現在のバリオン数密度と

leptogenesisで作られるレプトン数密度の比 nB/n =

4/11と、s ≈ 7nBより、式（1）は n/s = 2.4×10−10

と書き換えられる。式（11）から計算し、いくつか

の実験値を入れると、

n

s
∼ 1× 10−5

(
H

MPl

)−1/2 (
µ

MPl

)5

(12)

を得る。結果はHとµに依存する。インフレーション

後にスファレロンが効くためには再加熱温度が Tr ≳
1TeVという条件から、10−30 ≲ H/MPl < 10−4 と

見積もられる。この上限は、右巻きニュートリノの

スケールH ∼ 1014 GeVから来ている。これに対し、

観測値を再現するには、3 × 1014 < µ < 1017 GeV

となる。これは、SUSYGUTの典型的なスケールで

ある。

3 Conclusion

一般の時空を考え、修正重力を入れることで、レプ

トンカレントへの重力アノマリーが生じる。これは、

コンベンショナルな右巻きニュートリノの崩壊によ

る leptogenesisとは異なるメカニズムである。作ら

れる物質・反物質の非対称性は、インフレーション

宇宙論や GUTに典型的なパラメータの範囲で、観

測値と同程度になり得る。
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