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Plasma flows during magnetic substorms have been studied through the analysis of the data obtained by Plasma energy Angle
and Composition Experiment (PACE) and Lunar MAGnetometer (LMAG) onboard “Kaguya” (SELENE). In addition to tailward
plasmoids which are well-known phenomena during substorms, we found earthward plasmoids. Tailward plasmoids tend to be
observed during the expansion phase of the substorm with the magnetic structure such that Bz changes its sign from positive to
negative. On the other hand, earthward plasmoids tend to be observed during the recovery phase and have the magnetic variation
such that Bz changes its sign from negative to positive. These features suggest that the earthward plasmoid may be a plasma flow
due to the particle acceleration in the earthward of the magnetic neutral line (NL), which often occurs when the NL retreat and
the magnetic field lines reconnect at the location beyond the lunar orbit. The earthward plasmoid observed in the recovery phase
is a characteristic phenomenon at X ˜-60 Re.
本研究では、月周回衛星かぐや（SELENE）衛星に搭載されたプラズマ観測装置 PACE と磁場観測装置 LMAG のデー
タを用いて、サブストーム時に地球磁気圏尾部でみられる高速プラズマ流について調べた。解析の結果、サブストーム
時の磁気圏尾部の現象としてよく知られる反地球向きの流れを持つプラズモイドに加え、地球向きのプラズマの流れが
見つかった（本研究では高温高速のプラズマ流という意味で「地球向きのプラズモイド」と呼ぶことにする）。反地球向
きのプラズモイドは主にサブストームの爆発相でみられ、磁場の北向き成分 Bz が正から負に変化する磁場構造をもつ。
一方、地球向きのプラズモイドは主にサブストームの回復相でみられ、Bz が負から正に反転する磁場変化を伴うことが
分かった。このことから、地球向きのプラズモイドは、サブストームの回復相において磁力線が月軌道よりも遠くでつ
なぎかわることに伴って、磁気中性線から地球向きに加速されるプラズマを観測したものであるということが示唆され
る。このサブストームの回復相にみられる地球向きのプラズモイドは X ˜-60 Re での特徴的な現象であると考えられる。

