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0.1. 宇宙での超新星残骸の役割

起源:  
軽い (Ia)  
重い (cc) 
星の爆発

宇宙に多様性を供給する !

熱的観点から:

光学的に薄いプラズマ
(kT ~ keV)

time scale
<~ 104 yrs

電離非平衡

重元素を供給

非熱的観点から:

衝撃波速度 ~ 103-4 km/s
効率よい粒子加速

宇宙線の供給

Gaisser 2006



0.2. Acceleration sites and X-ray observations
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宇宙線加速源としての超新星残骸研究は多波長連携が必須



0.3. 今日のお題

1. 我々の銀河系内の超新星残骸はいったいいくつあるのか?

重元素汚染、宇宙線への寄与、近年の星形成史
実はまだよくわかっていない

2. 衝撃波での粒子加速

加速電子のうちX線で見えているものはTeV帯域
電波で見えているものはGeV帯域

加速粒子スペクトルはGamma>2なので、
より低エネルギー粒子がエネルギーの大半を持つ

加速効率の定量的な議論はまだ道半ば。



1. 超新星残骸探査



1.1. 今までの銀河系内超新星残骸探査

銀河系内超新星残骸個数: 294個 (Green19)
↕

予想される超新星残骸個数: ~500個

Case & Bhattacharya 1998:
発見済みSNRは銀河中心より

near side

銀河中心よりfar sideは
未知の海が広がっている

(Case+98)

銀河内SNR分布

銀河中心

太陽



1.2. Green’s Galactic SNR catalogによるSNR分布

+: |l| < 10 deg.
+: 10 deg. < |l| < 30 deg.

銀河面から離れたところは
深い探査がなされていない??



1.3. 電波でのSNR探査を！

- shell状
- 非熱的スペクトル
- (偏光)

点源のような明確な基準で
探索されていない

shellに見えるためには分解能が必要
<-> 探査域は小さくなる

銀河面は広大 -> 1970年代で
止まっている領域も

例: Brogan+06の探査

4.5 deg.  < l < 22.0 deg.
|b| < 1.25 deg.
35個のSNRを発見

-> SKAで超新星残骸探査を!
10秒=1pc@20kpc distance
|l|<60deg., |b|<2deg.で

ほとんどのSNRは探査可能



1.4. X線とのシナジー

X線で先に見つかった超新星残骸の例:

G1.9+0.3

Chandra
VLA

年齢~140yrの超若いSNR
直径5’なので

分離できなかった?

ASCA GP surveyで発見
熱的X線ではなく非熱的X線で輝く
電波では表面輝度が暗い?

RXJ1713-3946

Reynolds+08 Koyama+98

G28.6-0.1

Bamba+01

宇宙線加速研究に重要なSNRの多くはX線で先に発見
特にASCAの銀河面探査は偉大だったが、
|l|<30deg., |b|<0.5deg., 各pointingは10ksとshallowだった



2019.07.13. eROSITA打ち上げ!

(c) eROSITA web site

eROSITA:
平たく言えば、XMMで全天探査
空間分解能: 16” on axis
帯域: 0.7-10 keV
4.5年で全天を8回観測

独・露共同ミッション
銀河面座標で西半分はドイツ領

東半分はロシア領

無事打ち上げ成功
現在L2に飛行中、

8/26にfirst photon検出成功
10月から探査開始
多くの超新星残骸を発見すると

予想されている



1.5. ガンマ線とのシナジー

H.E.S.S. TeVガンマ線望遠鏡の銀河面探査
多くのガンマ線天体を検出 ほとんどは他波長に先駆けて発見
視直径の大きな天体は、他波長で見つけにくいから?
半数はパルサー星雲、SNR候補も複数

(c) HESS team



TeVガンマ線で先に見つかった超新星残骸の例:

HESS J1534-571

(Aharonian+09)

HESSJ1731-347

Bamba+12

シンクロトロンX線で光る
宇宙線加速SNR

X線放射は未だに見つからず
ごく暗い電波shellがいる??

CTA時代にはさらに多くのTeVガンマ線超新星残骸が
発見されるはず



2. 宇宙線加速現場の詳細観測



E

X-rayradio

2.1. 広帯域観測の重要性

加速電子最高Eは
X線帯域の折れ曲がりから測定

折れ曲がりは緩やか:
電波から7桁も外挿して
折れ曲がりEを出している
(可視光帯域では見えない)

ほんとうに今の外挿でいいの?
電波のデータは40年前のものも

折れ曲がりE ~ B・Emax
2

磁場もわからないといけない

今一度低周波電波連続波で見直す必要



2.2. PlankによるSNR観測

30GHz

857GHz

Planck17

複数のmiddle-aged ~ old SNRで
シンクロトロン放射に折れ曲がり発見

break E ~ 10-60 GHz
シンクロトロン冷却??



もしシンクロトロン冷却なら。。

X線はシンクロトロンじゃない???
tcool,syn ~ 1 yr (B/1G )-3/2 (nusyn/1GHz)-1/2

t ~ 1000 yr, nusyn ~ 10GHzとすると
B = 3mG !!

いくら増幅していても強すぎ shockの運動エネルギーを超える

Bambsea+03



その他の可能性

1GHzのデータは信用できない??
SKAでぜひ検証を!
GammaPlank > GammaX
スペクトルが途中でflatに

-> 非線形加速の兆候 ??

multi-zoneが必要?
X線は増幅磁場のところから、

電波はそれ以外から??
高空間分解mappingが必要

いずれの場合も
非線形加速の検証・加速効率の測定が
SKA時代に可能になる!
広帯域での高分解撮像をぜひお願いします

shock運動

圧縮率

1.4GHz

thermal X
sync. X

Long+03



より低エネルギーの宇宙線??

~10 MeV陽子が分子雲に衝突
-> 中性鉄輝線

MeV – GeV protons: 
エネルギー密度は一番高い
sync.放射などは見えない

(Nobukawa+18)W44

超新星残骸周辺分子雲から
中性鉄輝線の発見
-> 今後より深い共同研究が必要
SKA-Lowでみたsync.との比較?



3. まとめ

 超新星残骸は、宇宙の化学進化・宇宙線加速両面
で重要な天体。

 SKAの銀河面探査で多くのSNRを発見してください。

 個々のSNR詳細観測で、非線形加速・加速効率決
定ができるかもしれない。

 X線との共同研究もよろしくお願いします。
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