
６．１ 序
コンプレックスプラズマ研究は，最近急速に発展してい

る分野で，伝統的に異なる惑星科学とプラズマ物理という

２つの領域に橋をかける新しい分野といえる．プラズマと

紫外線にさらされたダスト微粒子は電荷を集め，電荷のあ

るなしにかかわらず働くすべての力を受けるとともに，さ

らに電磁力を受けることになる．プラズマ中のダスト微粒

子は特異な電荷を持った存在といえる．電子やイオン，中

性粒子といったプラズマ粒子よりも桁違いに重く，桁違い

に大きな正または負の時間に依存して変化する電荷を持っ

ている．ダスト微粒子は重力，摩擦，輻射圧といった電磁

力以外の効果をプラズマにもたらすことができ，それが新

しい自由エネルギー源になりうる．ダスト微粒子の存在は

プラズマの集団的な振る舞いに影響を与え，波動のモード

を変えたり新しい不安定性を引き起こしたりする．ダスト

プラズマは宇宙，研究室，産業のプラズマにとってもっと

も一般的な形態を表しているといっていいだろう．

歴史的に見て，コンプレックスプラズマ研究は宇宙物理

観測をとおして進められてきた．１９８１年，１９８２年とボイ

ジャー１号と２号の宇宙探査機によって，土星の環に，断

続的に現れる半径方向の構造であるスポークが発見されて

さらに注目されることになった．最近になってコンプレッ

クスプラズマ物理は成長を遂げ，それ自身が独立した分野

となっている．数多くの実験室での実験と理論によって，

ダスト微粒子とプラズマの間の基本的な相互作用について

の理解が進んできた［１‐７］．この章ではひとつの例として

土星の環を取り上げ，ダストプラズマの影響が小さなダス

ト粒子の空間的分布と大きさの分布を決めていることを検

証する．Fig. 1は土星の環と土星の衛星を示している．土星

の環について，起源や進化，構成物質といった知識で現在

われわれが理解しているものは，大体２機のボイジャーが

もたらしたデータに負うところが大きい［８，９］．２００４年７

月以来，カッシーニ探査機は土星周回軌道に入っており，

今もなお目を見張らせる現場からの観測と遠隔操作による

観測結果をもたらし続けている（http://saturn.jpl.nasa.

gov）．ここでは観測についての簡単な説明と，土星のB

環におけるスポークの理論的なモデルを紹介する［１０］．

６．２ スポーク：観測
スポークの例はFig. 2 で示されている．それらはボイ

ジャー１号と２号が，土星の付近を通ったときに太陽光の

後方散乱と前方散乱の両方において観測されたものである

［１１，１２］．B環を背景に，後方散乱に対してスポークは黒い

影となり，前方散乱に対して明るく見えたのである．それ

はミクロンからサブミクロンの微小な粒子が散乱に関与す

ることを示すものであった．また観測された幾何学構造か

らSmith達はスポークを作っている物質は環の平面より上

に浮き上がっていると推測した［１３］．これはボイジャー２

号が土星の環の面を横切るときに，環状構造の面の境界に

たいする観測によって確認されている［１４］．

スポークは土星半径（���60,330 km）の 1.72 倍から B

環の外周付近つまり約 1.95 倍のところまで伸びている．半

径方向には 10,000 から 20,000 kmと拡がりにばらつきがあ

り，また方位角方向の拡がりにもばらつきがあるものの，

すべてが楔状の形をしている．ボイジャー２号がもたらし

た，より解像度の高い像によればスポークの両端では明ら
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かに角速度が異なっていたのである［１３］．ほとんどのス

ポークは同期している軌道の内側で見つかっているが，そ

の同期している軌道の内側では，スポークの先端は半径方

向から少しずれており，スポークの尻尾のところでは半径

方向からのずれは少なく，ある場合にはほとんど半径方向

を向いている．幾何学的な構造は同期する軌道の外側では

逆転している，つまりスポークの先端がより半径方向を向

いているのである．Fig. 3 はスポークの回転を模式的に表

したものである．見かけ上の傾きの度合いとスポークの全

表面積はスポークの発生してから消えるまでの時間に密接

に関係している．

Grun らは簡単な動的モデルを使って，スポークが発生

する時間をヒストグラムを使って表した［１４，１５］．朝方の

アンサ（アンサとはもともとラテン語で取っ手と言う意味

で，土星のリングを見たときにリングが両側に取っ手のよ

うな形に見えるからこの言葉 ansa が使われている〔訳者

注〕）において観測されたいくつかのスポークは影の部分で

形成されたものであるが，大部分のスポークは土星時間に

して３：００から７：００の間に影の外側で形成されたように思

われる．

さらに最近になって，ハッブル宇宙望遠鏡（HST）によ

る観測が始められた．その観測は１９９５年に地球が土星の環

の面を交差したときに始められ，２００４年まで続けられた

［１６］．環の面と太陽のなす角度が大きくなるにつれて，ス

ポークは次第に消えていく様が観測された．それは土星の

軌道運動と回転軸の傾きが光散乱の構造を変えていること

によっている．ハッブル宇宙望遠鏡による観測でスポーク

が見えなくなるのは，この配列上の変化が原因であると考

えられていた．こうした議論に基づいて，カッシーニ探査

Fig. 1 An artist’s concept of Saturn’s rings and major icy moons. The seven main rings are labeled in the order in which they were
discovered, from the planet outward they are D, C, B, A, F, G and E. Dusty plasma effects are now recognized to play significant
roles in the dynamics of the E ring particles, and the spokes in the B ring. Courtesy NASA/JPL-Caltech

Fig. 3 The temporal evolution of the leading and trailing edges
of a hypothetical spoke that initially stretches across the
entire region where spokes can form. The sequence
starts on the right side of the plot and evolves counter-
clockwise. The radial edge marks the location of the
smallest particles that will co-rotate with the planet’s
magnetic field. The sheared edge represent the larger
grains that follow Kepler orbits. The vertex is at the syn-
chronous distance from Saturn, where the Kepler angu-
lar rate matches the rotation rate of the planet.

Fig. 2 Images of spokes in the B ring [Voyager 2 image from
Smith et al.,1982]. The image on the left was captured in
back-scatterred light (before closest encounter) and the
spokes appear as dark radial features across the ring
plane. The image on the right was taken in forward-
scatterd light (after crossing the ring-plane, looking back
towards the Sun) where the spokes appear as bright
markings. The changing brigtness indicates that spokes
consist of small grains with radii comparable to the
wavelength of the visible light (<1 μm). Courtesy NASA
/JPL-Caltech
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機が土星の環の平面に近づいたときにスポークをはっきり

と捉えることが期待されていた．ところが，カッシーニ探

査機はさまざまな取り組みにもかかわらず，軌道に入って

最初の１４ヶ月の間，スポークを観測できず，スポークは実

際存在しないのではないかと思われていた．カッシーニ探

査機がスポークを観測したのは２００５年の９月になってから

である［１７］．新しく観測されたスポークの像はFig. 4 に示

されている．

６．３ スポーク：モデル
最初にスポークが観測されてすぐに，いくつかの理論が

提案された．重力以外の力が働いているのは明らかであ

り，すべての理論では，電気的な力を考慮していた．ひと

つの静電理論では，土星の環の面上で局所的な半径方向の

電場が，細長い粒子に分極を引き起こし，平行に並べる作

用を施していると考えられた．粒子が並ぶと，ランダムな

状態にある粒子の時とは違って，光の散乱の特徴を変化さ

せ，スポークとなって現れるのである．他方電磁理論では，

微粒子は環の面に局所的に存在し，散発的に帯電し，環を

構成する大きな岩石のような塊のところから静電的に離れ

ていくと考えた．これらの粒子が土星の周りをほんの少し

傾いた軌道上で周回し，最後には土星の環の上に落ち着く

結果となると予想したのである．

スポーク形成に対して，もっとも詳細で，現在最も受け

入れられている理論はゴーアーツとモーフィルによって提

案されている［１８］．土星の環の平面を均一に帯電した円盤

として扱い，周囲のプラズマに対しての静電ポテンシャル

を評価することによって，環を作っている大きな塊群の表

面に，いくつかのミクロン程度の微粒子が存在すればそれ

らは電荷を帯びるが，スポークの光学特性を説明するには

電荷の量は少なすぎると結論付けたのである．実際，ス

ポークの光学特性を説明するには環の周辺にもっと密度の

高いプラズマ源が必要であった．スポークの形成が突発的

であることに注目して，ゴーアーツとモーフィルは隕石が

環を形成する物質と衝突し，局所的に密度の高いプラズマ

を生成すると考えたのである．隕石の衝突に続いて，急速

に膨張し，高密度の中性粒子雲が形成され，最初は衝突し

た環の中の粒子と同じ速度で動き出す．膨張するにつれ

て，太陽の紫外線により電離され，プラズマとなり土星磁

気圏とともに回転を始める．プラズマの密度は電子密度に

して���102 cm－３程度になる．そのような条件下ではサ

ブミクロンのダスト粒子が静電的に環の平面状に浮上する

のみならず，形成されたプラズマ自体が半径方向に動いて

いく．帯電したダスト微粒子の運動はケプラー運動に近

く，周囲のプラズマは土星と一緒に動いている．その荷電

ダスト微粒子と周囲のプラズマの相対的な運動が電流を発

生させる．この発生した電流は方位角方向に，局所的に存

在するプラズマ中に限定されて存在するので，土星の電離

層を通って，方位角方向に流れるペダーセン電流により閉

じなければならない．ペダーセン電流は２つの磁場に沿っ

て流れる電流によって微粒子によって引き起こされた電流

に結びついていく（Fig. 5 参照）．この電流に対して電離層

における抵抗が電場を作り出し，その電場が環の面に影響

を及ぼすことになる．この電場は方位角の方向を向いてい

るため，半径方向にプラズマ雲の���ドリフトを引き起

こすことになる．このドリフトは常に同一速度で進行する

半径から遠ざかる方向になる．電離層のペダーセン導電率

���������を使って，ゴーアーツとモーフィルは，ス

ポークの一番内側の����	（単位は土星の半径）のところ

で半径速度��が内向きに 45 km s－1から，B環の一番外側

の����
のところで外向きに23 km s－１となることを計算

した．一方同一速度で進行する軌道上では����にな

る．局所的に存在するプラズマは生成されたところから移

動するにつれて，プラズマの下にあるダスト微粒子を帯電

させ，浮上させることになる．そのときちょうど車が埃ま

みれの道で疾走するときに，後に埃を舞い上げるように，

半径方向に浮上したダスト微粒子のあとを残していくこと

になる．これはなかなか魅力的な理論で，カッシーニ探査

機の活動中に理論の検証が行われることだろう．今回の

カッシーニ探査機に積まれたカメラは空間的にも時間的に

も性能が抜群に上がっているため，スポークの形成と運動

の様子が我々の眼に届けられることが期待されている．

別のスポーク形成理論はヒルとメンデイスによって提案

された［１９，２０］．ここでもやはり微粒子がスポークを構成

しており，帯電し，高い静電ポテンシャルを持つときに，

環の面から浮上していると考えられている．土星の電離層

の上層部にあるダブルレアー〔電気２重層〕で加速された，

突発性の高いエネルギーを持ったビーム上の電子〔オーロ

Fig. 4 The first spoke observations by Cassini taken on 09/05/
2005, over a span of 27 minutes. These faint and narrow
spokes were seen from the unilluminated side of the B
ring. The spokes are 3,500 kilometers long and 100
kilometers-wide. They are about to enter Saturn’s
shadow. Courtesy NASA/JPL-Caltech

Fig. 5 A schematic view of the model for the formation of
spokes [18]. The gray regions represent areas of en-
hanced plasma density.
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ラ電子と呼んでもいいかもしれない〕が，微粒子を浮上す

るに必要な，十分に大きな表面ポテンシャル形成に寄与し

ていると考えられた．このダブルレアーは，観測されたス

ポークの半径方向の拡がりを説明するために，経度におい

ては十分に局所化されていて，緯度においては十分に拡が

りを持って分布していると仮定された．この理論では，ス

ポークが半径方向に成長するというゴーアーツとモーフィ

ルの理論によるものとは違い，スポークは瞬時にして形成

されることになる．繰り返すことになるが，カッシーニ搭

載の空間分解能，時間分解能に優れるカメラがこの２つの

異なる意見に決着を付けることが期待される．

しかしながら，いずれの理論もカッシーニ探査機が最初

に土星に到着したときに，スポークの存在を見出さなかっ

たことを説明することができないのである．

６．４ スポーク：季節変化
カッシーニ探査機がスポークの存在を見出さなかったこ

とを説明するには，スポークを形成する過程を考察するの

みならず，その過程が存在する環境にも考えをめぐらさな

ければならない．隕石衝突の確率は季節によるものではな

いが，周囲のプラズマの状況は季節変化があるのである．

このプラズマは環の外気圏の電離によって作られるもので

あり，その外気圏自体，環を構成する大きな塊から吐き出

された中性粒子によって形成されている［２１］．外気圏は

H＋とO２＋，それにO＋イオンからなり，カッシーニ探査機が

環の上を通過した２００４年７月にはその密度は１立方センチ

あたり約 0.1 から１程度と見積もられた［２２］．このプラズ

マは太陽の紫外線が環を照射することによって作られるも

のなので，プラズマ密度は�������に比例していることが

期待される．

環はこのプラズマ中にあり，太陽からの紫外線もあびて

いるので，環自身は帯電しているであろう．しかし，プラ

ズマ密度も太陽からの照射も�������に比例しているた

め，環の静電ポテンシャル��は季節変化をしないであろ

う．そのことは，��の関数である流れ込む電流の和が０と

することによって計算できるものである．プラズマ計測の

誤差を考慮して，我々は��������1.6 V と見積もっ

た．より低いプラズマ密度に対しては，より高いポテン

シャルが考えられるだろう［１７］．環の静電ポテンシャルの

変化はなくても，プラズマ密度の変化はプラズマ中のデバ

イ長に変化をもたらし，太陽に対し環平面がより開くと短

くなり，環の上にある電場が角度��とともに増大すること

になる．環の上方にあるポテンシャルは，ポアソン方程式

�
	�

��
	��
�������������

	

�������

で与えられる．これは周辺に対しても使える式であり，ま

たスポーク形成の引き金となる過渡的な高密度プラズマに

対しても適用できる式である．電子の供給源は背景プラズ

マ（�）と，環から出てくる光電子（��）である．各密度はポ

テンシャル�の関数であり，粒子束とエネルギー保存を仮

定して計算されるべきものである．

スポークが短時間で形成されるという観測結果［１３］か

ら，スポークを形成するダスト粒子は短時間だけ高密度の

プラズマ中にあり，その後周辺のプラズマ環境に入ってい

くことになる．高密度プラズマを飛び出すダスト粒子は電

子を集めたために負に帯電するだろう．もし環自身が，そ

れが低密度プラズマに対してそうであるように，正に帯電

しているとすれば，ダスト粒子は高密度プラズマを飛び出

しても，環に引き込まれることになる．大きな角度��に対

して，この引力によって，ダスト粒子が過渡的なプラズマ

を飛び出していっても直ちに環の方に引きずり戻され，ス

ポークが形成されるのを妨げることになる．Fig. 6 では，

0.5 ミクロンの粒子の異なる��に対する軌道が示されてい

る．大きな��に対しては，環を横切るのにほんの数分かか

るだけである．それはボイジャーの観測時間である５時間

に対しては非常に短いものである．この短い時間がカッ

シーニ探査機が最初スポークを観測できなかった原因とし

て考えられる．最近のスポークの観測結果は勃発的に起こ

る活発なスポーク発生の様子を示している．それは２５年前

にボイジャーが観測したものと同様のものであった．

６．５ まとめ
カッシーニ探査機に積まれた１２もの精密な観測機器はこ

れまでにはない画期的なデータをもたらしてくれるだろ

う．たとえば，環そのものについて，環を形成する動的な

過程について，環を構成する物質の変化について，その密

度や大きさの分布について，衛星の影響について，より大

きな岩石のような塊について，我々はもっと知るようにな

るだろう．遠隔操作によるものに加えて，カッシーニ探査

機はその場における電場，磁場のデータ，さらに磁気圏プ

ラズマの密度，成分，エネルギー分布といった情報をも収

集する．ダストプラズマの研究は，スポークの研究に見ら

れるように，その場での観測と遠隔操作での観測をあわせ

て，きわめてユニークな機会を提供しており，土星の磁気

Fig. 6 Trajectories of 0.5 μm radius dust particles in our 1D
plasma sheath model. The grains were launched into a
transient dense plasma that was switched over to the
ambient background plasma after 3 seconds. The prop-
erties of the transient plasma do not change with B′.
However the background plasma density does increase
with B′. Particles launched with B′> 20°are very short
lived and cannot form spokes.
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圏についての我々の理論を検証する場となっている．

この研究はカッシーニプロジェクトの助成を得て進められ

ている．
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