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宇宙空間には１粒子当たりの静止エネルギー（mc2）を遥かに越える高エネルギーの荷電粒子が普遍的に存在する。このような高エ
ネルギー粒子（宇宙線）は、宇宙空間で発生する衝撃波によって加速されていると考えられており、フェルミ加速と呼ばれる乱流場
による散乱を介した加速機構が標準的な考え方になってきている。しかし現在においてもこの機構には数多くの問題点が未解決のま
まであり、また最近の高度な天文観測技術の発展に伴い、フェルミ加速だけでは説明がつかない観測例が報告されるようになってき
た。本稿ではこのように理論的にも観測的にも近年急速に進展を遂げてきた衝撃波粒子加速について概説する。

1. はじめに

1912年にヘス (V. F. Hess)は、当時地球内部からやって
くると考えられていた放射線を気球に乗って測定すること

により、宇宙から地球に降り注ぐ高エネルギーの荷電粒子

（宇宙線）を発見した。現在では、その宇宙線の最大エネ

ルギーは 1020eV にも達することが知られており、地上の
加速器で人工的に作ることのできるエネルギーを遥かに越

える。また宇宙線のエネルギースペクトルは冪型の分布を

しており、通常の熱力学平衡状態から大きく外れた分布を

成している。そして宇宙背景輻射や宇宙の平均的磁場のエ

ネルギー密度 0.3 eV/cm3 に対して、宇宙線のエネルギー

密度はおよそ 1 eV/cm3にもなっている。このような宇宙

線が、一体どのような天体で作られるのか、またどのよう

な物理過程を経て作られるのかは興味深く、宇宙線の発見

以来 100 年近くたった現在においても未解決問題になって
いる。

宇宙線が作られる候補天体として、超新星や中性子星、

活動銀河核などの高エネルギー天体が考えられており、非

熱的粒子分布の形成メカニズムは、粒子間の衝突が無視で

きる無衝突プラズマ中での衝撃波加速であると考えられて

きている。宇宙線のエネルギーのうち、およそ 1015.5 eV程
度までは、超新星残骸衝撃波で作られていると考えられて

いる。図 1(a)は、X線観測衛星 Chandraによる超新星残
骸衝撃波の全体画像で、フィラメント状の狭い領域の衝撃

波で、高エネルギーの電子が少なくとも 10TeV程度まで加
速されている証拠が得られた1)。1015.5 eVのエネルギーを
越える宇宙線については、銀河系外から来ていると考えら

れているが、その候補天体はまだよく分かっていない。し

かし最近、活動銀河核方向から 1019 eV の宇宙線が到来し
ているという、南米アルゼンチンのオージェ観測所の報告

があり、ホットな話題となっている2)。活動銀河核領域での

加速メカニズムもまだ良くわかっていないが、相対論的速

度で流出する活動銀河核からの宇宙ジェット（流速のロー

レンツ因子は 10程度）が作る相対論的衝撃波ではないかと
思われている。

非熱的分布が衝撃波において生成されることは、1960年
代に始まった人工衛星を用いた太陽圏プラズマの直接探査

でも知られていた。図 1(b)は、太陽表面での爆発現象（太
陽フレア）に伴って発生した惑星間空間衝撃波が、１ AU
（地球軌道）まで到達したときに観測された陽子のエネル

ギースペクトルである。数 10 eV程度の熱的分布に加えて、
数百 eVからMeVまで延びる非熱的エネルギースペクトル
が見て取れる3)。また別のデータで高エネルギー粒子に伴う

乱流磁場も観測されている。太陽圏での衝撃波加速は、遠

くの宇宙での天体現象に比べると空間・時間・エネルギー

のスケールは小さいが、プラズマ物理としての共通点が多

く、太陽圏ならではの直接観測のメリットを生かした研究

も、高エネルギー粒子加速の研究に貢献してきている。

(a)

Shock Front

(b)

図 1 (a) 超新星残骸衝撃波（SN1006）のシンクロトロン放射による X
線画像、衝撃波のフィラメント構造で加速電子が作られている、(b) 惑星
間空間衝撃波で観測された陽子のエネルギースペクトル、非熱的高エネル
ギー粒子が生成されている。

衝撃波加速が宇宙における粒子加速器として広く受け入

れられるようになった最も大きな理由は、1970年代後半に
衝撃波加速の標準モデルとも呼べる「フェルミ加速理論」が

確立されたからであろう。フェルミ加速は、衝撃波の上流

および下流の乱流場（散乱体）により、粒子が何度も衝撃

波を横切って散乱されるプロセスである（図 2）。散乱体は
上流および下流のプラズマに流されていると仮定できるの

で、上流と下流とでは散乱体に速度差がある。そのため粒

子が上流と下流を散乱されながら行き来する間に少しずつ

エネルギーを得ていくという考えである。このような過程

を表すのに図 2では、粒子がテニスボールに、散乱体がラ
ケットにたとえられており、上流の散乱体はロケット、下

流がトロッコで表されている。

高エネルギー粒子は、このような散乱過程で加速される

一方、下流のプラズマと共に右側に流されていくので、加

速域から出て行く損失効果が上記の加速効率と釣り合うと

ころがある。この釣り合いから、べき型のエネルギースペ

クトルを自然に説明できることが分っている。またべき指

数は、上流と下流の流体の速度差の比（圧縮率）によって
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のみ決定され、マッハ数（音速に対する流速の比）などに

よる依存性がほとんど無く、また衝撃波の散逸をもたらす

ミクロな過程や乱流強度や粒子を散乱する平均自由行程な

どにも依らない。マクロな構造だけで決まるため、解析的

に扱いやすい簡潔な理論として広く受け入れられてきた。

図 2 フェルミ加速の概念図、上流（左）と下流（右）を行き来する宇宙
線がテニスボールにたとえられている (courtesy of M. Scholer)

ところが、フェルミ加速が提唱された当時から、基本的な

問題が幾つも山積している。その最大の未解決問題が「粒

子注入問題」である。フェルミ加速は、衝撃波面を何度も

往復することにより乱流場からエネルギーを得る機構なの

で、下流の粒子が衝撃波面を横切って上流に流出すること

が出来るエネルギーまで、一旦加速されなければならない。

衝撃波のジャンプ条件で決まる熱速度を持った下流のマッ

クスウェル分布では、衝撃波を横切れるエネルギーを持っ

た粒子の数はマックスウェル分布の裾野のほんの一部の高

エネルギー粒子だけに過ぎない。このような粒子だけでは、

衝撃波で観測された高エネルギー粒子のフラックスや宇宙

線のエネルギー密度 1 eV/cm3 をまったく説明できない。

従って熱的エネルギーからフェルミ加速が効率的になるエ

ネルギー帯まで、しかるべき数の粒子を加速する何らかの

機構が必要である。しかし、衝撃波が極度な非線形プラズ

マ過程に支配されているため、この注入過程のメカニズム

の理解は困難を極めている。

最近になって、天体衝撃波の高空間分解撮像や数値シミュ

レーションの進展により、注入過程を含めた衝撃波の物理

の解明が進んできた。本稿では、最近の観測的研究の発展

を踏まえて、衝撃波加速の標準理論であるフェルミ加速か

ら理論シミュレーション研究で明らかになってきた新しい

粒子の加熱・加速過程を概説する。またこれまでの衝撃波

の粒子加速の解説では、ミクロなプラズマ過程まで踏み込

んだものがあまり無かったので、やや専門的かも知れない

が、若干ミクロ過程についても触れることにする。

2. フェルミ加速と注入問題

フェルミ加速機構がうまく機能するには、衝撃波を横切

れるのに十分なエネルギーまで加速された「種粒子」が必

要である。宇宙線加速機構が、発見から 100年近くたった
今なお、依然として宇宙物理の謎となっているのは、この

種粒子の生成機構（注入問題）が解けていないからといっ

て過言ではない。衝撃波注入問題は、より正確には二つの

要素が大切である。（１）まず下流の粒子が衝撃波を横切っ

て上流に流れ出るまで加速されること（流出条件）、（２）

次に上流および下流の乱流場と共鳴出来る条件が満たされ

ること（共鳴条件）が必要である。この二つの条件は衝撃

波近傍のジャイロ半径程度の構造に左右されることが知ら

れている。

2.1. 無衝突衝撃波の内部構造

それでは衝撃波近傍のイオン・ジャイロ半径 vt/Ωi（vt

イオンの熱速度、Ωi = eB/micジャイロ周波数、mi, e, c

はイオンの質量、電荷、光速）程度の構造を見てみよう。

マッハ数が大きな無衝突衝撃波の特徴は、衝撃波上流の一

部のイオンが衝撃波面で反射されて上流に流れる「反射イ

オン」の存在である。図 3に示したのは、衝撃波近傍での
イオンと電子の典型的な軌道である。衝撃波の上流から下

流へと変化していく衝撃波遷移領域（衝撃波面）が、図の

中ほどに y軸に平行に存在していたとしよう。ここでは簡

単のために、衝撃波上流の磁場は z成分、電場は y成分を

持つとすると、電子もイオンも電場ドリフト E × B によ

り、同じドリフト速度で、x軸の正の方向にジャイロ運動

しながら運ばれていく。しかし、電子が衝撃波遷移領域に

到達すると、慣性質量が軽くジャイロ半径も小さいため即

座に減速される（軌道-a）。それに対して質量の大きなイオ
ンは（軌道-b）、遷移層内部に比較的奥深くまで侵入できる
ため電荷分離が生じ、上流向きの分極電場Exが発生する。

分極電場のポテンシャルエネルギーは、理論的にも観測的

にも、およそ衝撃波上流のプラズマ流速の持つ運動エネル

ギーの 10 ∼ 20 % 程度と見積もられている。このため、衝
撃波上流のイオン分布関数の裾野の粒子は、分極電場のポ

テンシャルエネルギーを超えられないので反射され、上流

に向かって流れ出る（軌道-c）。

このような反射イオンは、ジャイロ運動をしながら衝撃

波上流で対流電場（v×B電場）Ey によりエネルギーを得

る。そのため衝撃波に戻ってきたときは加速されているの

で、衝撃波の静電ポテンシャルエネルギーを超えて衝撃波

を横切って下流に流れることが出来る（軌道-c）。地球磁気
圏のバウショック（衝撃波）において、マッハ数にして 3程
度を超えると反射イオンが現れることが確認されている。
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図 3 垂直衝撃波近傍の粒子ダイナミックス、静電ポテンシャルと反射イ
オンの生成および反射イオンによるプラズマ不安定の概念図

さて反射イオンは、衝撃波での様々なプラズマ不安定を

励起するエネルギー源であり、次節で解説する注入問題（流

出条件および共鳴条件）を理解する要となっている。大多

数のプラズマは、衝撃波上流から衝撃波に向かって流れる

のに対して、反射イオンはそれらに逆らって上流に流れて

いる。そのため衝撃波に流入する電子およびイオンと、反

射イオンとの間に広義の「2流体不安定」が起き、静電波動
から電磁波動まで様々な非線形波動が励起される（図 3で
の微視的不安定のこと）。プラズマの線形解析から、電磁波

モードでは低周波の電磁流体波動が励起されることが分っ

ており、次節で説明する粒子の散乱に必要な乱流場の起源

となっている。静電波モードは、マッハ数によって性質が

異なるが、超新星残骸衝撃波のような大きなマッハ数では、

反射イオンと電子との 2流体不安定の一種であるブーネマ
ン不安定やイオン音波不安定が起き、次節の流出条件に必

要な粒子加熱に寄与する4)。

2.2. 注入問題：(1)流出条件

粒子の流出条件では、磁場が衝撃波面に対して法線方向

とのなす角度 θBnも重要になる。図 4のような衝撃波が静
止して見える座標系を考えよう。下流の粒子が衝撃波面を横

切るためには、上流に向かう粒子の速度が、下流の速度 V2

より大きいことが必要である。また荷電粒子は磁場の周りを

ジャイロ運動するので、流出条件には、ローレンツ力を受け

ないで自由に運動する磁場に平行方向の速度成分を考える。

磁力線方向の速度を v‖、衝撃波での圧縮率 r = V2/V1とす

図 4 衝撃波での磁場とプラズマ、衝撃波を挟んで左側が超音速流のプラ
ズマ、右側が加熱された亜音速プラズマで満たされている

ると下流の粒子が衝撃波面に向かって運動するためには

v‖ ≥ V1

r

√
1 + r2 tan2 θBn (1)

でなければならない。ここで上流の運動エネルギーが下流で

すべて熱エネルギーになるとすると、熱速度は v‖ � V1/
√

3
であり、マッハ数の大きい極限（r = 4）を考えると衝撃波
角が 27◦程度以下であれば下流の熱的粒子が上流に流出で
きることが分かる。しかし、準垂直衝撃波においてこの条

件を満たすためには熱的粒子ではエネルギーが足りない。

（θBnがおよそ 45◦より大きな角度を持つ衝撃波を準垂直衝
撃波と呼び、θBn = 90◦であるときは垂直衝撃波、θBn = 0◦

を平行衝撃波と定義している）。

例えば衝撃波角 80◦の場合を考えると上流の運動エネル
ギーの 30倍程度以上のエネルギーを持った粒子でなければ
流出条件を満たせない。

前節の衝撃波構造で説明したように、衝撃波面には上流

向きの静電場が存在する。しかし、静電ポテンシャルは、

イオンの持つ運動エネルギー (miV
2
1 /2)よりも小さいので、

下流のイオン流出についてはこのような大掴みの議論で余

り問題はない。しかし、電子の場合は、電子の運動エネル

ギー (meV
2
1 /2)が静電ポテンシャルのエネルギー対して無

視できなくなるので、静電ポテンシャルで電子が減速される

ことを考慮する必要がある。そのため、式（1）に替わって、(
ve,‖/V1√

1 + r2 tan2 θBn

− 1
r

)2

≥ η
mi

me
(2)

が必要となる。ただし η = 0.1−0.2は静電ポテンシャルの大
きさをイオンの運動エネルギーで規格化した値である。電子

と陽子の質量比mi/me = 1836を考えると上で考えたよう
な ve,‖ ∼ V1程度の速度では不十分である。仮に電子とイオ

ンが熱平衡状態になっていると仮定すれば v2
e,‖ ∼ mi/meV

2
1

であるから流出条件は緩くなる。実際の超新星残骸衝撃波

や惑星間空間衝撃波などの観測ではイオンから電子へのエ
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ネルギー供給はあるものの、無衝突プラズマであるため電

子とイオンは完全な熱平衡には至らず、電子温度はイオン

の数十%程度以下であることが多い。もし電子温度が静電
ポテンシャルと同程度になれば準平行衝撃波では電子の流

出は可能であるが、しかし準垂直衝撃波においてはイオン

の場合と同様に困難である。

2.3. 注入問題：(2)共鳴条件

フェルミ加速に必要なもう一つの条件は、衝撃波前後で

の波動との共鳴による散乱である。散乱を起こすのは電磁

流体波動であり、衝撃波面で励起された波動は、下流に伝

播して下流域での散乱体に寄与する。しかし、衝撃波上流

では、波動の伝播速度が上流の超音速流よりも速くないと、

衝撃波で励起された波は上流に伝播できないので、別のメ

カニズムを必要とする、前節で説明した反射イオンは、衝

撃波角 θBnが大きくなければ、衝撃波上流に長距離伝播で

きるので、反射イオンによる 2流体不安定（より正確には
イオンビームサイクロトロン不安定）で励起した波動が散

乱体の起源と考えられている。ここでは詳細に立ち入るこ

となく、低周波の左偏波のアルフベン波（イオンサイクロ

トロン波）が励起されていたと仮定して話を進めよう。

アルフベン波と粒子の共鳴は、ジャイロ運動と電磁場の

摂動成分の回転の周期が一致する場合（サイクロトロン共

鳴）に起こる。粒子が磁力線に沿って運動している場合に

はドップラー効果によって波の周波数 ω が変化するため、

共鳴条件は

ω − kvj,‖ = Ωj (j = ion, electron) (3)

と書ける。ここで Ωj、vj,‖はそれぞれ粒子のジャイロ周波
数と磁力線方向の速度、また kは波数。図 5では電子とイ
オンを別々の流体として扱う 2流体近似によって得られた
分散関係と、電子およびイオンの共鳴条件を示した。ここ

で周波数 ωの正負は摂動の回転方向を表し、それぞれイオ

ンと電子のジャイロ運動の回転方向に対応している。分散

関係は長波長領域では、通常の磁気流体波 ω = ±kvA（vA

はアルフベン速度）に一致するが、イオン慣性長 (vA/Ωi)
程度の波長になると分散性が表れる。乱流場は通常長波長

領域ほど大きなパワーを持ち、またイオン慣性長程度の波

長では運動論効果によって波は強く減衰を受ける。従って長

波長領域におけるアルフベン波との共鳴のみが可能になる。

図 5に示した共鳴条件から、イオンと電子ではジャイロ
周波数 Ωj が異なるため、速度 v‖が等しい場合はイオンの
方がより長波長領域で共鳴することが分かる。そして長波

長 (kvA/Ωi � 1)のアルフベン波 (ω � kvA)と共鳴するた

図 5 イオンサイクロトロン波とホイッスラー波の分散関係とサイクロト
ロン共鳴条件、縦軸は周波数 ω, 横軸は波数 k。イオンのジャイロ周波数
Ωi を正、電子のジャイロ周波数 Ωe は負と定義。

めに必要な条件は、式 (3)から

vj,‖
vA

� Ωi

|Ωj | (4)

と求められる。上流の静止系では下流から流出してきた粒

子の持つ速度はアルフベン速度よりも大きいため、イオン

の場合は容易にこの共鳴条件を満たすことができる。よっ

てイオンについては、注入問題のうち流出条件さえ解決す

れば、アルフベン波との共鳴によって散乱が可能であり、

フェルミ加速が起きると考えてよい。

しかし電子の共鳴条件には、イオンと比べてより大きな

速度が必要となり、具体例として地球軌道での標準的な太

陽風の値 (B = 50μG, n = 5 cm−3)を代入してみると光速
の 1/3程度の速度が必要となる。パラメータによってこの
必要条件は多少異なるものの、概して電子がフェルミ加速

に注入されるためには光速と同程度までに加速されていな

ければならない。これは通常の星間空間や惑星間空間での

熱エネルギーよりも何桁も大きく、理論的には電子に対す

るフェルミ加速は効率的でないことが予想される。より高

周波のホイッスラー波（右偏波の電磁流体波動）が存在す

れば電子の共鳴条件はある程度緩和され、フェルミ加速が

可能となるとする考え方も出来る。しかし効率的な電子散

乱に十分な強度のホイッスラー波を励起し、維持する機構

があるかどうかは未だよく分かっていない。

3. 高マッハ数の非相対論的衝撃波

前節で解説したように、電子に対してフェルミ加速が起

きるためには、衝撃波のジャンプ条件で決まる熱的速度を

超え、かなり高エネルギーまで加速する機構が必要である。

理論的には、イオンの加速よりも電子の加速は困難きわま
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る問題となっている。ここでは超新星残骸衝撃波のような

マッハ数が 100程度を超える強い衝撃波における電子の加
速について、最近の数値シミュレーションによって新しい

解決の糸口が見えてきたことを説明する。

3.1. 電子波乗り加速

超新星残骸衝撃波のようなマッハ数の大きな衝撃波にな

ると、反射イオンと上流の電子との速度差から、ブーネマ

ン不安定と呼ばれる静電的な 2流体不安定が励起され、こ
の不安定性の非線形発展によって衝撃波遷移層に大振幅の

静電波動が作られる（前節で散乱体としてのアルフベン波

を励起したのは、反射イオンと上流のイオンの 2流体不安
定であったのに対して、ここでは反射イオンと電子との 2
流体不安定を考えている。また静電波動というのは磁場の

変動を伴わない波動のことであり、1920年頃にラングミュ
アとトンクスが放電管実験で発見したプラズマ振動の波も

静電波動であり、これがプラズマ物理の幕開けになった）。

この結果、イオンが衝撃波ポテンシャルで反射されるのと

同様に、一部の電子はより小さなスケールの大振幅静電波

動によって反射される（図 6）。反射の際に電子は対流電
場によって −y方向に運動して加速されるが、電子の静電

場の波面に沿っての運動が、あたかもマリン・スポーツの

サーフィンのように見えるので、この加速機構は「波乗り

加速」と呼ばれている。加速された電子は、再び下流方向

に流されるが、電子の反射が統計的に何度も繰り返される

ことで電子は加速され続ける。実際の加速効率は励起され

た大振幅波動の非線形発展に強く依存するが、このような

電子加速は実際に衝撃波の粒子シミュレーションで起こる

ことが確認された5)。この機構は、電子を相対論的エネル

ギーまで加速することが可能であり、電子注入の有力なメ

カニズムであると考えられている。次節では波乗り加速を

応用した電子の注入機構を解説しよう。

3.2. 準垂直衝撃波における電子注入過程

前節で説明したように、準垂直衝撃波では、フェルミ加

速に先立ち何らかの電子加速が起きないと注入条件が満た

されない。波乗り加速機構を考えれば、注入条件を説明で

きるかどうか、衝撃波角 θBn = 80◦の準垂直衝撃波の 1次
元粒子シミュレーションにより電子加速の様子が調べられ

た6)。図 7に示したのは、衝撃波が十分に発達した状態の衝
撃波の構造である。一番下の電場構造を見ると、衝撃波遷

移層の先端部分 (x = 280−290)で大振幅の静電波動が励起
されていることが分かる。これはブーネマン不安定による

ものであり、これに対応して上から 2番目のパネルで示し
た電子のエネルギー分布では強い電子の加熱・加速が起き

図 6 衝撃波近傍での電子波乗り加速の模式図、静電場により反射された
電子が、運動電場 Ey に繰り返し運動することにより加速される

ていることが分かる。この領域では非熱的成分が生成され

ており、波乗り加速が効果的に働いている。このような加

熱はバースト的に衝撃波遷移領域で起きることが分かって

おり、その繰り返しにより選択的電子加熱が進行していく。

一番上のパネルには電子の z方向の速度成分を示してい

る。z方向はほぼ上流の磁力線と平行とみなしてよく、磁力

線に沿って衝撃波面から上流側に流れ出す電子が存在する

ことが確認できる。またこれらの電子は下流のものよりも

高いエネルギーを持つため、下流からの単なる流出だけで

はなく、流出に伴い加速されていることが分かる。その加

速機構の詳細は省くが、波乗り加速で得た粒子が更にドリ

フト加速によってエネルギーを獲得していることが分かっ

ている。ドリフト加速というのは、衝撃波面で圧縮された

磁場勾配の下でのローレンツ力（磁気ミラー力）で、一部

の粒子が反射されてエネルギーを得る機構である。

従来からマッハ数が 100程度以上の準垂直衝撃波であれ
ば、ドリフト加速によって注入条件を満たす電子を生成で

きることは知られていたが、ドリフト加速だけではマック

スウェル分布の裾野の一部の粒子にしか有効に働かないの

で、フェルミ加速を説明する十分なフラックスが稼げない

とされていた。今回のシミュレーション実験により、「波乗

り加速」と「ドリフト加速」の 2段階加速で初めて電子注
入が起きることが示された。

またこのシミュレーション結果を基に、電子波乗り加速

とドリフト加速の 2 段階の加速機構をモデル化すること
により、フェルミ加速に注入される電子は、数密度にして

0.01%程度であると評価された。この値は超新星残骸衝撃
波の観測結果とほぼ一致している6)。このように、電子の

フェルミ加速への注入条件の複雑な非線形過程が少しずつ

解明されてきたのは、最近のシミュレーション研究の進展

に負うところが多い。
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図 7 準垂直衝撃波の粒子シミュレーション結果（左側が上流、右側が下
流に対応）、上から電子のほぼ磁力線方向の位相空間、電子のエネルギー
密度、磁場、最後が静電場

3.3. 電子波乗り加速の 2次元過程

ここまでは 1次元のシミュレーション結果を紹介してき
たが、最近は多次元における波乗り加速の効率が注目され

始めている。波乗り加速では元々1次元的なポテンシャル構
造によって電子が何度も反射されると仮定していたが、電

子はこの時 y方向に移動するため、この方向に非一様性が

あると加速効率が落ちることが予想される。実際にブーネ

マン不安定によって励起される波は y方向に非一様性を作

ることが知られており、2次元のシミュレーションから波
乗り加速の効率が悪くなるとの指摘がなされた7)。これら

は衝撃波遷移層の一部分だけを模擬したモデルシミュレー

ションからの結論であったが、実際に 2次元で衝撃波全体
を解いた場合は予想外に粒子加速の効率が良くなることが

分かってきた。図 8に示したのは 2次元の垂直衝撃波のシ
ミュレーション結果である。ブーネマン不安定によって遷移

層で励起される静電波動が多次元的な構造を持っているこ

とが分かる。粒子のエネルギー分布は遷移層で冪型となっ

ており、効率的な粒子加速が起こっている。定量的な解析

は今後の課題であるが、2次元においても図 6で示したよ
うに衝撃波遷移層における大振幅波動によって統計的な電

子反射が起こり非熱的電子が生成される可能性が高い。

このような 2次元における粒子加速の研究はまだ始まっ
たばかりであるが、今後の 3次元への拡張も含めて電子の
加速効率を定量的に評価することで注入問題の理解が大き

く進展することが期待される。

ここでは、衝撃波のマッハ数が大きくなり 100程度を超
えると、これまでの常識とは異なる新しい加速機構が働く

ことを示した。電子の波乗り加速は、マッハ数が大きくな

い場合には加速できない過程である。実際、太陽圏の衝撃

波のマッハ数は大きくても 20程度までであり、太陽圏の衝

図 8 2 次元垂直衝撃波の構造とエネルギースペクトル、上からシミュ
レーション面に垂直な磁場、運動電場 Ey、静電場 Ex（左側の領域が上
流、右側が下流に対応）、下の図が上流・遷移層・下流で得られたエネル
ギースペクトル

撃波からは、イオンのフェルミ加速と思しき例は多く観測

されているが、電子のフェルミ加速が観測された例はほと

んど無いことが知られている。一方マッハ数が 100を超え
ている超新星残骸衝撃波では、電子加速が有効に働いてい

る証拠があるため、電子加速をコントロールするマッハ数

があると考えることが出来るかも知れない。今後の更なる

研究が待たれる。

4. 相対論衝撃波と粒子加速

衝撃波上流の流速が相対論的速度になった相対論的衝撃

波では、衝撃波に出来る電場も大きくなり、同じスケール

の衝撃波であったとしても更に高エネルギーまで粒子を加

速することが出来る。相対論的衝撃波でも、定性的には非

相対論的衝撃波と同様なメカニズムも働いていることが予

想される。しかし相対論的な場合は、幾つかの新しい考察

が必要となり、未知の相対論プラズマ物理の醍醐味も予感

させる。ここでは最近のシミュレーション研究で明らかに

なってきたホットトピックスとして、（１）先駆波による航

跡場加速と、（２）ワイベル不安定の磁場生成について簡単

に紹介しよう。
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4.1. 航跡場による粒子加速

航跡場加速とは、1980年頃からレーザー加速器として盛
んに研究されてきているメカニズムであり、高強度レーザー

の波動エネルギーを効率よく粒子の運動エネルギーに変換

することが出来る。プラズマ中に大振幅の電磁波（レーザー

光）が入射されると、その電磁波の圧力で、イオンに比べ

て質量の軽い電子が選択的に力を受けて電荷分離が生じる。

そして電荷分離で作られた電場により、一部の粒子が加速さ

れるメカニズムが航跡場加速（wakefield acceleration）で
ある9)。電磁場のコヒーレンスがよいと、電磁場の圧力とし

ては、トムソン散乱による輻射圧ではなく、大振幅波動の

非線形性によるポンデラモーティブ力（ポンデラモーティ

ブ力とは、プラズマのガス圧・動圧・磁気圧とは異なり、電

磁場の振動に伴う「波の圧力」のことであり、その力の大

きさは、e2/meω
2∇|E2|, ω および E は波動の周波数と振

幅。）が有効に働き、非常に大きな電場の力がプラズマに働

くことが知られている。

最近この航跡場加速は、レーザー加速器だけでなく宇宙

物理への応用についても可能性が検討されるようになって

きた。宇宙ジェットやガンマ線バーストのジェット領域では

相対論衝撃波が作られると考えられているが、相対論衝撃

波では高強度の電磁波を放射することができ、航跡場加速

も効率よく働く可能性がある。相対論的衝撃波では、磁気流

体波動の位相速度も光速と同程度まで速くなるので、超音

速流体の持つ運動エネルギーは、低周波の磁気流体波動だ

けでなく高周波の電磁波へも相当なエネルギーが分配され

る。電磁波が励起されるとレーザー加速器と同じような航

跡場加速が期待される。しかし衝撃波の場合はレーザー加

速器とは違って、電磁波は航跡場加速で変調を受けた電子

により励起されるので、電磁場の励起と電子加速にはフィー

ドバックがかかるシステムとなっている。この非線形性の

強いシステムでも実際に航跡場加速が起こりうることが、

最近粒子シミュレーションで示された10)。

図 9は、その非線形発展の衝撃波の構造であり、上からイ
オンおよび電子の位相空間、3番目が縦波の静電場、一番下
の図が横波の電磁波である。左側の領域がローレンツ因子

10の超音速の上流、右側が相対論的温度まで加熱された下
流であり、図の中ほどが衝撃波面である。衝撃波面から上流

に向かって大振幅の電磁波が励起されており、電磁波の後面

には大振幅の電場（航跡場）が形成されている。そして位相

空間図からポテンシャル電場の変動に伴って電子が加速お

よび減速されていることがわかる。またコヒーレントな航

跡場の領域の後面では波形が崩れて乱流状態になっており、

そこで更に一部の電子が加速され速度空間に広がった高エ

ネルギー粒子が作られている。この広がったエネルギー分布

での最高エネルギー εmaxは、εmax/γ1mec2 ∼ Lsys/(c/ωpe)

と見積もられている。但し、γ1は衝撃波上流での流速のロー

レンツ因子、Lsys は衝撃波のサイズ、ωpe =
√

4πne2/me

は電子プラズマ周波数、nはプラズマ数密度。このような

航跡場加速は、宇宙での高エネルギー粒子を説明するメカ

ニズムとしても有望かも知れない。

図 9 航跡場による衝撃波（左側が上流、右側が下流）、上からイオンの
位相空間、電子の位相空間、縦波の静電場、最後が横波の電磁波

ここまでは空間 1次元のシミュレーションによる結果を
基に簡単に紹介したが、次の課題として衝撃波の 2次元お
よび 3次元構造が興味深い。衝撃波航跡場加速の 2次元計
算は、衝撃波上流の領域を大きく取った超大型計算を必要

とし困難であるため、衝撃波近傍の物理だけに着目した計

算が行われている。外部境界条件としてプラズマ中に電磁

波を注入することで衝撃波上流域を模擬した航跡場加速が

研究されている11)。1次元衝撃波で見られた乱流中での航
跡場加速と同様に、航跡場の後面に形成された非コヒーレ

ントな領域で、粒子は加速を受けながら散乱され、その結

果冪型のエネルギースペクトルが得られることが示されて

いる。航跡場加速が、衝撃波遷移領域で非熱的粒子を作る

ことがほぼ明らかになり、フェルミ加速の粒子注入過程の

候補として魅力的である。今後の課題ではあるが、フェル

ミ加速を介さずに直接宇宙線の最高エネルギーまで加速す

る可能性も秘めている。レーザー加速研究との学際領域研

究としても今後の研究の発展が楽しみである。
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4.2. ワイベル不安定と磁場生成

もうひとつの相対論衝撃波のホットな話題は、ワイベル

不安定による磁場生成である。これまで衝撃波では磁場が

存在することを仮定してきたが、磁場が無い場合もしくは

非常に弱い場合に無衝突衝撃波が作られるかどうかは興味

深い。最近 2次元の粒子シミュレーションが行えるように
なり磁場無しの衝撃波に対しても大きな進展が得られた12)。

プラズマの流れに直角方向の波数ベクトルが不安定になる、

ワイベル不安定が重要な役割を果たすことがわかったので

ある。

ワイベル不安定は、1960年頃に、電子の温度異方性をもっ
たプラズマが、その温度異方性を解消して等方的な温度に

緩和するときに流れる電流で磁場を生成する不安定性とし

て見出されたものであるが、衝撃波面においては 2流体的
なプラズマの流れが等価的な温度異方性を有すると考えて

いただければよい。

また衝撃波でのワイベル不安定の重要性は、単にエネル

ギー散逸を担うだけでなく、ワイベル不安定を介して発生

した磁場によって輻射スペクトルを変形させ13)、更に高エ

ネルギー粒子の加速効率を上げる可能性があることである。

衝撃波でのダイナモ作用は、衝撃波加速にとって非常に重

要なプロセスである。ワイベル不安定により衝撃波の加速

効率があがったというシミュレーション研究の報告もある

が14)、残念ながらまだフェルミ加速を検証するには至って

おらず、将来の長時間計算で自己無撞着な非線形発展を理

解することが必要である。

5. 今後の課題と展望

本稿では、最近の無衝突衝撃波のシミュレーション研究

により、非線形プラズマ過程を介して非熱的な粒子を作る

メカニズムが解明され始めてきたことを述べた。新しい視

点は、非相対論的な場合も相対論的な場合も、必ずしも電

磁流体波動の乱流場だけではなく、大振幅の静電波動によ

る「波乗り加速」や「航跡場加速」なども、加速に大きく

寄与することが分かってきたことである。ここで紹介した

粒子加速は、従来から考えられていたフェルミ加速機構の

注入問題を解決する有力なメカニズムと考えられる。言う

までも無く、本稿で取り上げた粒子加速については未だ完

全に解明されたわけではなく、新しい方向性が見えてきた

と考えていただくのがよいであろう。

また今回は少ししか触れることができなかったが、衝撃

波近傍でのプラズマダイナミックスにより、磁場の生成な

どを通して衝撃波構造を変えることも、最近の話題となっ

ている。近年の天文観測から、衝撃波における粒子加速が単

純なフェルミ加速のみでは説明できない可能性が指摘され

るようになってきている15)。ガンマ線バーストや超新星残

骸などの観測結果を説明するためには、衝撃波近傍で磁場

強度が通常考えられている星間空間の値から何倍も増幅さ

れる必要があるという指摘である。この磁場増幅には衝撃

波近傍で励起されるプラズマ波動が重要であるとするのが

現在の主流であり、特に衝撃波で加速された高エネルギー

粒子が磁場増幅において本質的な役割を果たすことが予測

されている。標準フェルミ加速理論において被加速粒子は

背景プラズマによって決定された電磁場中を運動する受動

的な存在でしかなかったのに対して、実際の衝撃波では高

エネルギー宇宙線はより積極的にダイナミクスに寄与して

いるらしいのである。衝撃波における宇宙線加速の理解に

は既存の標準理論の延長と考えるよりはむしろ、衝撃波と

宇宙線の非線形な複合システムの進化として考えるべき時

期が来たと言えるだろう。

これまでのシミュレーション研究では、粒子加速の初期

段階しか計算できていないが、加速の始まりがどのように

して起きるのかは、かなり明確になってきたと思われる。

今後の 10年ぐらいの間に数値シミュレーションを用いた研
究は国内外で大きく進展するのではと期待している。
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Particle Acceleration at Shock Waves in the Uni-

verse
Masahiro Hoshino and Takanobu Amano

abstract: High energy particles of which energies exceed their
rest mass energy populate the Universe. Such energetic parti-
cles (i.e., cosmic rays) are believed to be generated by shock
waves, and the most popular physical model of the shock ac-
celeration is the so-called stochastic Fermi acceleration. Yet
there are many unresolved critical issues in the model. More-
over, recent observations seem to require more sophisticated
particle acceleration processes. In this report, we argue the
state-of-arts shock acceleration processes.

解説 宇宙における衝撃波粒子加速機構の新展開 9


