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1／アルマ望遠鏡が捉えた NGC1433 中心部のクローズ
アップ（赤と黄色のイメージ。ハッブル宇宙望遠鏡画像（青）
と の 合 成）[ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/NASA/ESA/ 
F.Combes]。 2 ／超大型望遠鏡 TMT の完成イラスト。 3
／すばる望遠鏡の Hyper Suprime-Cam が捉えた M31

（アンドロメダ大銀河）。 4／重力波望遠鏡 KAGRA の真
空槽にインストールされた、最初の大型鏡懸架装置。
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5／星形成領域 S106 IRS4。地球から約2000光年離れ
た星形成領域である。明るい中心付近には、赤外線源
IRS4 と呼ばれる大質量星がある。中心部分のくびれは、
ガスや塵からなる巨大な円盤が IRS4 を取り囲むように
存在しているためと推測されている。（すばる望遠鏡）
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そう、あの星はなんでしょう？

国立天文台長  林 正彦
Director General　Dr. HAYASHI, Masahiko

……問いは繰り返されてきました。
そして、私たちは気が遠くなるほど奥深い宇宙を見る
ことができるようになりました。

　その鋭眼のひとつ ALMA（アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計）が完
成し、すばらしい成果が出始めました。ALMA は日本の電波天文学者の
夢でした。大学院生のころ、私は野辺山ミリ波干渉計を使った観測を経
験し、その性能に感動した覚えがあります。この干渉計のアンテナ数を増
やせば、他の望遠鏡ではとても見ることのできない精細な宇宙の姿が撮
れる。それは大学院生の目から見ても自明でした。ただ、その干渉計は最
高の場所に作らないと性能が生きません。当時、すばる望遠鏡をハワイ
に建設しようとする機運が高まっていました。次世代大型干渉計は国外
のベストサイトに作る。それは全く自然な流れでした。野辺山宇宙電波観
測所の開所から30 年以上が経って ALMA が実現したことを思うと、感
慨深いものがあります。多くの日本の研究者、特に若い大学院生や研究
員が、ALMA を使った観測で第一線の成果を挙げるでしょう。彼らには、
研究で得た感動を、広く日本の人々に伝えてほしいと思います。

　すばる望遠鏡は、1999年1月28日にファーストライトの発表を行なっ
てから、すでに17年が経過しました。現在では、すばる望遠鏡の観測結
果を使った学術論文は、およそ 3日に 1 編の割合で発表されています。
広い視野を一度に撮影できる性能で、すばる望遠鏡は他の同クラスの望
遠鏡の追随を許しません。この性能を生かして、宇宙最遠方の天体の発
見や、初期宇宙での大規模構造の検出など、突出した成果を挙げてきま
した。現在は「超」広視野カメラ（ハイパー・スプリーム・カメラ）を使用し
た観測を進めています。このカメラは、ダークマターやダークエネルギー、
銀河の形成史などの研究に、圧倒的な力を発揮するでしょう。

　すばる望遠鏡は、その優れた光学性能でも定評があります。この性能
を生かして、太陽系外惑星の直接撮像も進展しています。これまでに木星
の 4 倍の質量をもつ惑星の撮影に成功しました。すばる望遠鏡では形成
された惑星が見えるのに対し、ALMAではその材料となる星周円盤が詳
細に観測できます。両方の望遠鏡の特徴を生かして相補的な研究を進め
ることで、惑星系の形成過程が理解されていくでしょう。それは、宇宙にお
ける生命の研究へと発展することは間違いありません。

　地球のような惑星を直接検出し、そこに生命の兆候を探す。そのため
に、私たちはマウナケア山頂で、すばる望遠鏡からさほど遠くないところ
に、直径 30mの次世代大型光学赤外線望遠鏡（TMT）の建設をめざして
います。その実現により、宇宙に生命の兆候を探る研究は、手の届くとこ
ろに来ると思っています。

三鷹・四次元デジタル（4D2U）シアターのドームにて。
（背景映像は「ダークマ ターハローの形成・進化」）
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　国立天文台は、日本の天文学の中核を担う研

究機関として、その研究施設を全国の大学等の共

同利用に供し、共同研究を含む研究・観測・開発

を広く推進しています。さらに、前身組織から数え

て120年を超える歴史の中で積み重ねられてきた

研究実績と技術革新を基盤として、極度の高度化

と大規模化が進み、もはや一カ国だけでは成果を

出し得ないと言われる現代天文学の分野におい

て、各国の研究者をつなぎ、国際協力による世界

最先端の観測施設の構築と運用の実現に貢献す

る等、主要な国際研究拠点の一つとして活発に機

能しています。

　人類最古の学問のひとつである天文学には、

「宇宙の構造を知ることを通して自らの成り立ちを

明らかにしたい」という、人類が持つ根源的な欲

求が込められています。20世紀後半に確立された

「ビッグバン宇宙論」は、宇宙史における地球、地

球史における生命、生命史における人間へとつな

がる進化のダイナミズムを統一的に描くことがで

きる科学的基盤を成立させました。

　今世紀はさらに、太陽系外の惑星や生命をも探

ってゆく時代となりつつあります。

　国立天文台は、地球・太陽系から恒星・銀河・銀

河団・大規模構造・膨張宇宙へとつながる宇宙の

さまざまな現象の観測と理論研究を深めることに

よって、人類の知的基盤を豊かなものとし、宇宙・

地球・生命を一体としてとらえる新たな“自然観創

成”の役割を果たしたいと考えています。

自然科学研究機構がめざすもの
自然科学研究機構は、国立天文台、核融合科学研究
所、基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究
所の5つの大学共同利用機関が連合した革新的な研
究組織として、平成16年4月に発足しました。宇宙、エ
ネルギー、物質、生命、脳という自然科学の広範な分
野で、世界をリードする先端的研究機関が連携するこ
とで、新たな分野の創成や、自然科学研究の国際的中
核プラットホームとしての発展をめざします。平成27
年4月には、天文学と生命科学の複合研究の推進を
目的として、新たにアストロバイオロジーセンターが
設置されました。

　国立天文台が推進する事業は、それぞれ達成すべき目的をもつプロジェク
ト又はセンターとして位置づけられ、定められた期限内に計画的に業務を遂
行することが求められています。国立天文台は、組織のリーダー及び構成員の
責任と権限を明確にし、研究開発の透明性と自立性を高めることをめざすとと
もに、国立天文台全体でリソースの流動化を促し有効活用を進めることも重
要な目標としています。

副台長（総務担当：渡部 潤一）

副台長（財務担当：小林 秀行）

技術主幹（髙見 英樹）

研究連携主幹（郷田 直輝）

台長特別補佐

幹事会議

企画委員会

財務委員会

技術検討委員会

プロジェクト会議、教授会議、技術系職員会議

台内各種委員会

分子科学研究所（愛知県岡崎市）

アストロバイオロジーセンター（東京都三鷹市）

新分野創成センター（東京都港区）

自然科学研究機構

台長
（林 正彦)

運営会議

プロジェクト評価委員会

国立天文台の
活動と
研究目的

国立天文台の組織

国立天文台

核融合科学研究所（岐阜県土岐市）

基礎生物学研究所（愛知県岡崎市）

生理学研究所（愛知県岡崎市）

研究交流委員会

小委員会専門委員会
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国立天文台の未来に挑む4つの開発プロジェクト

国立天文台の主力を担う8つの施設

国立天文台の明日を拓く2つの開発プロジェクト

国立天文台の特長を生かす3つのセンター

国立天文台の基盤を支える4つの研究部

国立天文台の運営を円滑に進める4つの課

Aプロジェクト

Cプロジェクト

Bプロジェクト

天文シミュレーションプロジェクト（プロジェクト長：小久保 英一郎）
Center for Computational Astrophysics
ひので科学プロジェクト（プロジェクト長：渡邊 鉄哉）
Hinode Science Center　　　　

水沢VLBI 観測所（所長：本間 希樹）
Mizusawa VLBI（Very Long Baseline Interferometry）Observatory

野辺山宇宙電波観測所（所長：齋藤 正雄）
Nobeyama Radio Observatory
太陽観測所（所長：末松 芳法）
Solar Observatory
　

ハワイ観測所（所長：有本 信雄）
Subaru Telescope

岡山天体物理観測所（所長：泉浦 秀行）
Okayama Astrophysical Observatory
　

国際連携室（Office of International Relations）

総務課（General Affairs Division） 経理課（Accounting Division） 
財務課（Financial Affairs Division） 施設課（Facilities Division）

人事企画室（Human Resources Planning Office）

安全衛生推進室（Safety and Health Management Office ）

技術推進室（Engineering Promotion Office）

JASMINE 検討室（室長：郷田 直輝）
JASMINE（Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared Exploration）Project Office

重力波プロジェクト推進室（室長：FLAMINIO, Raffaele）
Gravitational Wave Project Office

RISE月惑星探査検討室（室長：竝木 則行）
RISE(Research of Interior Structure and Evolution of Solar System Bodies) Project

SOLAR-C 準備室（室長：一本 潔）
SOLAR-C Project Office

チリ観測所（所長：阪本 成一）
NAOJ Chile Observatory

太陽系外惑星探査プロジェクト室（室長：田村 元秀）
Extrasolar Planet Detection Project Office

TMT推進室（室長：臼田 知史）   
TMT（Thirty Meter Telescope）Project Office

太陽天体プラズマ研究部（研究部主任：花岡 庸一郎）
Division of Solar and Plasma Astrophysics

理論研究部（研究部主任：富阪 幸治）
Division of Theoretical Astronomy

電波研究部（研究部主任：井口 聖）
Division of Radio Astronomy

光赤外研究部（研究部主任：水本 好彦）
Division of Optical and Infrared Astronomy

研究評価支援室（Research Evaluation Support Office）

天文情報センター（センター長：福島 登志夫）
Public Relations Center

先端技術センター（センター長：野口 卓）
Advanced Technology Center

天文データセンター（センター長：髙田 唯史）
Astronomy Data Center　　　　　　　　　　

→ p.27

→ p.23

→ p.21

→ p.20

→ p.21

→ p.19

→ p.18

→ p.22

→ p.22

→ p.17

→ p.20

→ p.23

→ p.25

→ p.16

→ p.16

→ p.15

→ p.15

→ p.14

→ p.14

→ p.14

→ p.19

→ p.17

→ p.24

→ p.24

→ p.25

→ p.26

→ p.25

→ p.26

研究部　

センター

プロジェクト室

事務部　

研究力強化戦略室（Research Enhancement Strategy Office）　

国立天文台
の理念

2014年度より「国立天文台の理念」が定めら
れました。

●私たちが目指す姿（ビジョン）
・宇宙の謎に挑む国立天文台

●私たちが成すべきこと（ミッション）
・知の地平線を拡げるため、大型天文研究施設を
開発・建設し、共同利用に供する
・多様な大型施設を活用し、世界の先端研究機関
として天文学の発展に寄与する
・天文に関する成果・情報提供を通じて、社会に資
する

●私たちが提供するもの（プロダクト・成果）
・未知の宇宙の解明と、新しい宇宙像の確立
・研究成果の社会への普及・還元と、未来世代への
夢の伝承
・世界を舞台に活躍する次世代研究者
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チリ共和国・
アタカマ高地

サンティアゴ

VERA入来観測局

VERA石垣島観測局

石垣島天文台

鹿児島観測局

山口観測局

沖縄県石垣島

岡山天体物理観測所

日本の電波天文学を世界のトップレベルに押し上げた観測施設です。写真
の45m電波望遠鏡は、ミリ波で世界最大級の望遠鏡で、新たな星間分子の
発見やブラックホールの兆候をとらえるなど、数々の画期的な成果を挙げて
います。常時見学可能です。

国立天文台の研究・観測施設は日本各地にとど
まらず、すばる望遠鏡やALMA（アルマ）のように
海外にも進出しています。天文学の観測では、可
視光、赤外線、電波、重力波などの観測手段と、太
陽とそれ以外の宇宙などの観測対象に応じて、最
適の観測条件と環境とが必要とされるからです。

宇宙へ近づくため
よりよい観測環境を求めて
世界に広がる研究施設

国立天文台野辺山
■野辺山宇宙電波観測所（Cプロジェクト） → p.15
Nobeyama Radio Observatory

国内最大級の口径188cm反射望遠鏡を中心に、銀河・恒星・
太陽系外惑星などの光学赤外線観測を推し進める国内研究
拠点です。東アジア国際協力の一翼も担っています。大学との
協力も盛んです。ファイバー光伝送光学系、赤外線超広視野
カメラなど、宇宙を見る新しい目の開発も進めてきています。

国立天文台岡山
■岡山天体物理観測所（Cプロジェクト） → p.16

銀河系の3次元地図を作成す
るVERA観測局のひとつです。

■水沢 VLBI 観測所・VERA 入来観測局

■水沢 VLBI 観測所・
　鹿児島観測局

■水沢 VLBI 観測所・
　VERA 石垣島観測局

Mizusawa VLBI Observatory
: VERA Iriki station

Mizusawa VLBI Observatory
: Kagoshima station

Mizusawa VLBI Observatory

VLBI・7局（VERA4 局を含む）

（Cプロジェクト） → p.14

銀河系の3次元地図を作成するVERA
観測局のひとつです。

（Cプロジェクト） → p.14

■石垣島天文台
Ishigakijima Astronomical Observatory

波長0.1mmから1mmの「サブミリ波」と呼ばれる電波を観測します。
サブミリ波で最高の観測条件を備えたアタカマ高地に設置されており、
南天の銀河中心領域、近傍の星形成領域や遠方銀河などの観測に威
力を発揮しています。（右上）

ASTE（アタカマサブミリ波望遠鏡実験）

ALMA（アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計）

国立天文台チリ
■チリ観測所　（Cプロジェクト） → p.18
NAOJ Chile Observatory

国立天文台の
研究施設

この見開きページを両側に開いてください。現在までわ
かっている宇宙の全体構造の大まかなようすを、地図と
年表によって示しました。ここで紹介した国立天文台の各
研究観測施設は、互いに連携しながら、その全体の解明
に努力を続けています。

ALMA（アルマ）は、日本・台湾・韓国、北米、欧州の参加によりチリの
標高5000mの高原で運用中の巨大な電波望遠鏡群で、国立天文
台が現在総力を挙げて取り組む大型プロジェクトです。2012年度
から本格運用がスタートしました。日本のアンテナを含む66台のパ
ラボラが科学観測に供されています。（左下）

■水沢 VLBI 観測所・
　山口観測局
Mizusawa VLBI Observatory
: Yamaguchi station

: VERA Ishigakijima station

Okayama Astrophysical Observatory

アメリカ合衆国
ハワイ州ハワイ島

　
すばる望遠鏡
ハワイ島のマウナケア山頂 

（標高4200m）に設置された
口径8.2mの世界最大級の可
視光・赤外線望遠鏡です。平成
12年度から本格的な観測を
始め、現在、世界最先端の研
究成果を挙げつづけています。

銀河系の3次元地図を作成するVERA観測
局のひとつです。

　
ヒロ・オフィス
ハワイ島ヒロ市にあるハワイ観
測所の本部です。 「すばる望遠
鏡」による観測研究の拠点とな
っています。

Mizusawa VLBI Observatory
：VERA Mizusawa station

Mizusawa VLBI Observatory
： Ibaraki station

Mizusawa VLBI Observatory
：VERA Ogasawara station

月探査機「かぐや」で機器開発・観測運用を行い月全球
の地形・重力を世界で初めて明らかにしました。さらに現
在は月だけでなく、小惑星や木星系の探査においても、
研究と開発を進めています。 小惑星探査機 はやぶさ２ (JAXA/Ikeshita)

32m 電波望遠鏡
（手前が高萩アンテナ、奥が日立アンテナ）

国立天文台水沢

国立天文台ハワイ

RISE(Research of Interior Structure and Evolution of 
Solar System Bodies) Project

Subaru Telescope

（Cプロジェクト） → p.14

小笠原諸島
父島

江刺地球潮汐観測施設
レーザー光線を利用して地面の伸縮の変化を測るレーザー
歪計です。潮汐による地球の微細な変形をモニターします。

国立天文台三鷹

国立天文台野辺山

国立天文台水沢

茨城観測局

RISE 月惑星探査検討室 （Ａプロジェクト） → p.22

水沢 VLBI 観測所・VERA 小笠原観測局

水沢 VLBI 観測所・VERA 水沢観測局

水沢 VLBI 観測所・茨城観測局

■ハワイ観測所 （Cプロジェクト） → p.16

（Cプロジェクト）
 → p.14 

旧緯度観測所として長い歴史をもつ施設です。位置天文
学・測地学の研究が盛んで、日本の標準時を決める天文
保時室などがあります。また、銀河系の３次元地図を作
成する VERA 観測局があります。 

■天文シミュレーションプロジェクト（Cプロジェクト） → p.17

■重力波プロジェクト推進室（B プロジェクト） → p.19

■JASMINE 検討室（A プロジェクト） → p.21 ■太陽天体プラズマ研究部 → p.26

■光赤外研究部 → p.25

■天文情報センター → p.24

■先端技術センター → p.24

■天文データセンター → p.23

■電波研究部 → p.25

■理論研究部 → p.26

■TMT 推進室（B プロジェクト） → p.20

■太陽系外惑星探査プロジェクト室（A プロジェクト） → p.21

Gravitational Wave Project Office

Center for Computational Astrophysics

TMT（Thirty Meter Telescope）Project Office

Extrasolar Planet Detection Project Office
■SOLAR-C 準備室（A プロジェクト） → p.22
SOLAR-C Project Office

三鷹キャンパス

三鷹キャンパスは、国立天文台の本部が
置かれ、さまざまなプロジェクト、センター、
研究部、事務部が集まっています。

Hinode Science Center

JASMINE（Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared Exploration）Project Office

■ひので科学プロジェクト（Cプロジェクト） → p.17

Solar Observatory
■太陽観測所（Cプロジェクト） → p.15

国立天文台三鷹（本部）

■国際連携室 → p.27
Office of International Relations

Astronomy Data Center

Advanced Technology Center

Public Relations Center

Division of Optical and Infrared Astronomy

Division of Radio Astronomy

Division of Solar and Plasma Astrophysics

Division of Theoretical Astronomy

口径105cm「むりかぶし」望遠鏡がある
石垣島天文台 → p.27
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重力波プロジェクト
推進室 神岡分室

KAGRAは重力波天文学という新しい分野を開拓することを目指して神岡鉱
山の地下に建設中の重力波検出器です。当分室はKAGRAのインストール及
びコミッショニング作業の拠点となっています。

重力波プロジェクト推進室 神岡分室 KAGRA■
（B プロジェクト） → p.19

GWPO Kamioka branch



チリ共和国・
アタカマ高地

サンティアゴ

VERA入来観測局

VERA石垣島観測局

石垣島天文台

鹿児島観測局

山口観測局

沖縄県石垣島

岡山天体物理観測所

日本の電波天文学を世界のトップレベルに押し上げた観測施設です。写真
の45m電波望遠鏡は、ミリ波で世界最大級の望遠鏡で、新たな星間分子の
発見やブラックホールの兆候をとらえるなど、数々の画期的な成果を挙げて
います。常時見学可能です。

国立天文台の研究・観測施設は日本各地にとど
まらず、すばる望遠鏡やALMA（アルマ）のように
海外にも進出しています。天文学の観測では、可
視光、赤外線、電波、重力波などの観測手段と、太
陽とそれ以外の宇宙などの観測対象に応じて、最
適の観測条件と環境とが必要とされるからです。

宇宙へ近づくため
よりよい観測環境を求めて
世界に広がる研究施設

国立天文台野辺山
■野辺山宇宙電波観測所（Cプロジェクト） → p.15
Nobeyama Radio Observatory

国内最大級の口径188cm反射望遠鏡を中心に、銀河・恒星・
太陽系外惑星などの光学赤外線観測を推し進める国内研究
拠点です。東アジア国際協力の一翼も担っています。大学との
協力も盛んです。ファイバー光伝送光学系、赤外線超広視野
カメラなど、宇宙を見る新しい目の開発も進めてきています。

国立天文台岡山
■岡山天体物理観測所（Cプロジェクト） → p.16

銀河系の3次元地図を作成す
るVERA観測局のひとつです。

■水沢 VLBI 観測所・VERA 入来観測局

■水沢 VLBI 観測所・
　鹿児島観測局

■水沢 VLBI 観測所・
　VERA 石垣島観測局

Mizusawa VLBI Observatory
: VERA Iriki station

Mizusawa VLBI Observatory
: Kagoshima station

Mizusawa VLBI Observatory

VLBI・7局（VERA4 局を含む）

（Cプロジェクト） → p.14

銀河系の3次元地図を作成するVERA
観測局のひとつです。

（Cプロジェクト） → p.14

■石垣島天文台
Ishigakijima Astronomical Observatory

波長0.1mmから1mmの「サブミリ波」と呼ばれる電波を観測します。
サブミリ波で最高の観測条件を備えたアタカマ高地に設置されており、
南天の銀河中心領域、近傍の星形成領域や遠方銀河などの観測に威
力を発揮しています。（右上）

ASTE（アタカマサブミリ波望遠鏡実験）

ALMA（アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計）

国立天文台チリ
■チリ観測所　（Cプロジェクト） → p.18
NAOJ Chile Observatory

国立天文台の
研究施設

この見開きページを両側に開いてください。現在までわ
かっている宇宙の全体構造の大まかなようすを、地図と
年表によって示しました。ここで紹介した国立天文台の各
研究観測施設は、互いに連携しながら、その全体の解明
に努力を続けています。

ALMA（アルマ）は、日本・台湾・韓国、北米、欧州の参加によりチリの
標高5000mの高原で運用中の巨大な電波望遠鏡群で、国立天文
台が現在総力を挙げて取り組む大型プロジェクトです。2012年度
から本格運用がスタートしました。日本のアンテナを含む66台のパ
ラボラが科学観測に供されています。（左下）

■水沢 VLBI 観測所・
　山口観測局
Mizusawa VLBI Observatory
: Yamaguchi station

: VERA Ishigakijima station

Okayama Astrophysical Observatory

アメリカ合衆国
ハワイ州ハワイ島

　
すばる望遠鏡
ハワイ島のマウナケア山頂 

（標高4200m）に設置された
口径8.2mの世界最大級の可
視光・赤外線望遠鏡です。平成
12年度から本格的な観測を
始め、現在、世界最先端の研
究成果を挙げつづけています。

銀河系の3次元地図を作成するVERA観測
局のひとつです。

　
ヒロ・オフィス
ハワイ島ヒロ市にあるハワイ観
測所の本部です。 「すばる望遠
鏡」による観測研究の拠点とな
っています。

Mizusawa VLBI Observatory
：VERA Mizusawa station

Mizusawa VLBI Observatory
： Ibaraki station

Mizusawa VLBI Observatory
：VERA Ogasawara station

月探査機「かぐや」で機器開発・観測運用を行い月全球
の地形・重力を世界で初めて明らかにしました。さらに現
在は月だけでなく、小惑星や木星系の探査においても、
研究と開発を進めています。 小惑星探査機 はやぶさ２ (JAXA/Ikeshita)

32m 電波望遠鏡
（手前が高萩アンテナ、奥が日立アンテナ）

国立天文台水沢

国立天文台ハワイ

RISE(Research of Interior Structure and Evolution of 
Solar System Bodies) Project

Subaru Telescope

（Cプロジェクト） → p.14

小笠原諸島
父島

江刺地球潮汐観測施設
レーザー光線を利用して地面の伸縮の変化を測るレーザー
歪計です。潮汐による地球の微細な変形をモニターします。

国立天文台三鷹

国立天文台野辺山

国立天文台水沢

茨城観測局

RISE 月惑星探査検討室 （Ａプロジェクト） → p.22

水沢 VLBI 観測所・VERA 小笠原観測局

水沢 VLBI 観測所・VERA 水沢観測局

水沢 VLBI 観測所・茨城観測局

■ハワイ観測所 （Cプロジェクト） → p.16

（Cプロジェクト）
 → p.14 

旧緯度観測所として長い歴史をもつ施設です。位置天文
学・測地学の研究が盛んで、日本の標準時を決める天文
保時室などがあります。また、銀河系の３次元地図を作
成する VERA 観測局があります。 

■天文シミュレーションプロジェクト（Cプロジェクト） → p.17

■重力波プロジェクト推進室（B プロジェクト） → p.19

■JASMINE 検討室（A プロジェクト） → p.21 ■太陽天体プラズマ研究部 → p.26

■光赤外研究部 → p.25

■天文情報センター → p.24

■先端技術センター → p.24

■天文データセンター → p.23

■電波研究部 → p.25

■理論研究部 → p.26

■TMT 推進室（B プロジェクト） → p.20

■太陽系外惑星探査プロジェクト室（A プロジェクト） → p.21

Gravitational Wave Project Office

Center for Computational Astrophysics

TMT（Thirty Meter Telescope）Project Office

Extrasolar Planet Detection Project Office
■SOLAR-C 準備室（A プロジェクト） → p.22
SOLAR-C Project Office

三鷹キャンパス

三鷹キャンパスは、国立天文台の本部が
置かれ、さまざまなプロジェクト、センター、
研究部、事務部が集まっています。

Hinode Science Center

JASMINE（Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared Exploration）Project Office

■ひので科学プロジェクト（Cプロジェクト） → p.17

Solar Observatory
■太陽観測所（Cプロジェクト） → p.15

国立天文台三鷹（本部）

■国際連携室 → p.27
Office of International Relations

Astronomy Data Center

Advanced Technology Center

Public Relations Center

Division of Optical and Infrared Astronomy

Division of Radio Astronomy

Division of Solar and Plasma Astrophysics

Division of Theoretical Astronomy

口径105cm「むりかぶし」望遠鏡がある
石垣島天文台 → p.27
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重力波プロジェクト
推進室 神岡分室

KAGRAは重力波天文学という新しい分野を開拓することを目指して神岡鉱
山の地下に建設中の重力波検出器です。当分室はKAGRAのインストール及
びコミッショニング作業の拠点となっています。

重力波プロジェクト推進室 神岡分室 KAGRA■
（B プロジェクト） → p.19

GWPO Kamioka branch



地球

月
冥王星の軌道

土星

海王星

オールト雲

ケンタウルス座α

106（100 万）km

3 秒前 10 時間前 10 年前 1000 年前 10 万年前

1010（100 億）km 1014km（10 光年） 1016km（1000 光年） 1018km（10 万光年）

太 陽 系 の 階 層 天 の 川 銀 河 系 の 階 層
◆「太陽系」「天の川銀河系」「系外銀河」「膨張宇宙」の4 階層すべてを研究テーマとする部門●水沢 VLBI 観測所（14 ページ）●野辺山宇宙電波観測所（15 ページ） ●岡山天体物理観測所（16 ページ）●ハワイ観測所・すばる望遠鏡（16 ページ）
◆「太陽系」「天の川銀河系」の 2 階層を研究テーマとする部門●太陽観測所（15 ページ）●太陽天体プラズマ研究部（26 ページ）

◆「天の川銀河系」「系外銀河」「膨張宇宙」の 3 階層を研究テーマとする部門●重力波プロジェクト推進室（19 ページ）◆「太陽系」を研究テーマとする部門 ●ひので科学プロジェクト（17 ページ）●RISE 月惑星探査検討室（22 ページ）
 ●SOLAR-C 準備室（22 ページ） ◆「天の川銀河系」を研究テーマとする部門●JASMINE 検討室（21 ページ）

星形成領域 S106 IRS4。地球から約 2000 光年離れた星形成領域。

　ここは、宇宙の広がりと歴史を見るコー
ナーです。上段には「宇宙の広がり」をス
ケール別に、下段には「宇宙と地球の歴史」
を絵巻物風に図示しました。
　光の速度は有限なので、遠い宇宙を観測
すれば、過去の宇宙の姿を見ていることに
なります。つまり、宇宙の果てを観測する
と、宇宙の始まりを知ることができます。
望遠鏡は、タイムマシーンでもあるのです。

➡遠くへ

➡過去へ

天の川銀河系恒星領域太陽系 太陽近傍の恒星月の軌道
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太 陽 系 の 階 層 天 の 川 銀 河 系 の 階 層
◆「太陽系」「天の川銀河系」「系外銀河」「膨張宇宙」の4 階層すべてを研究テーマとする部門●水沢 VLBI 観測所（14 ページ）●野辺山宇宙電波観測所（15 ページ） ●岡山天体物理観測所（16 ページ）●ハワイ観測所・すばる望遠鏡（16 ページ）
◆「太陽系」「天の川銀河系」の 2 階層を研究テーマとする部門●太陽観測所（15 ページ）●太陽天体プラズマ研究部（26 ページ）

◆「天の川銀河系」「系外銀河」「膨張宇宙」の 3 階層を研究テーマとする部門●重力波プロジェクト推進室（19 ページ）◆「太陽系」を研究テーマとする部門 ●ひので科学プロジェクト（17 ページ）●RISE 月惑星探査検討室（22 ページ）
 ●SOLAR-C 準備室（22 ページ） ◆「天の川銀河系」を研究テーマとする部門●JASMINE 検討室（21 ページ）

星形成領域 S106 IRS4。地球から約 2000 光年離れた星形成領域。

　ここは、宇宙の広がりと歴史を見るコー
ナーです。上段には「宇宙の広がり」をス
ケール別に、下段には「宇宙と地球の歴史」
を絵巻物風に図示しました。
　光の速度は有限なので、遠い宇宙を観測
すれば、過去の宇宙の姿を見ていることに
なります。つまり、宇宙の果てを観測する
と、宇宙の始まりを知ることができます。
望遠鏡は、タイムマシーンでもあるのです。

➡遠くへ

➡過去へ

天の川銀河系恒星領域太陽系 太陽近傍の恒星月の軌道
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天 の 川 銀 河 系 の 階 層
●天文シミュレーションプロジェクト（17 ページ）●チリ観測所（18 ページ）●TMT推進室（20 ページ）●太陽系外惑星探査プロジェクト室（21 ページ）●光赤外研究部（25 ページ）●電波研究部（25 ページ） ●理論研究部（26 ページ）

系 外 銀 河 の 階 層 膨 張 宇 宙 の 階 層

巨大銀河団の重力レンズ (SDSS J1004) によって 4 つに分けられた約 98 億光年かなたにあるクェーサー像（すばる望遠鏡）。うみへび座にあるヒクソン・コンパクト銀河群 40(HCG40)。距離は約 3 億光年（すばる望遠鏡）。

●この図の見方
私たちの住む膨張宇宙は、約137 億年前にビッグバンによって生まれました。今、私たちが観測可能な宇宙
の果てまでの距離は137億光年です。この図では、左端に“現代の私たち”がいます。右へいくほど宇宙のスケー
ルは10倍ごとの単位で大きくなり、それに合わせて時間も過去に遡ります（距離スケールは対応する円領域
の直径を表します）。上下両図の距離と時間のスケールを合わせてありますので、時空の関連をマクロな視
点で概観してください。中段は、距離別に宇宙を大きく 4 階層（「太陽系」「天の川銀河系」「系外銀河」「膨
張宇宙」）に分けて、国立天文台の各研究チームが、どの領域を研究対象としているかを示しました。

さかのぼ
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センチ波（電波）　　　ミリ波（電波）

サブミリ波（電波）　　　赤外線　　　可視光

紫外線　　　極端紫外線　　　X線

重力波（注：電磁波ではありません）

所長：本間希樹
（Prof.HONMA, Mareki）

観測波長memo 波長1cm～10cmの電磁波（広くは数十cmまで）。水素原子など宇宙に多量に存在
する基本的な原子や、爆発によるシンクロトロン放射を観測するのに適しています。

センチ波（centimeter wave）

4 基の専用望遠鏡で星の位置を精密に計測し、星までの距離を正確に測っています。

国立天文台の各観測プロジェクトや研究部では、天体か
らのさまざまな波長の電磁波などをとらえて宇宙の全貌
を解き明かそうとしています。そこで、各プロジェクトや研
究部が、主にどのような波長域を観測手段としているか
を以下の記号で示します。

三鷹キャンパスの春。桜並木が構内全体を桃色に染め上げます。

水沢VLBI観測所

C プロジェクトは、すでに国立天文台の施設として完成し運用中のプ
ロジェクト室で、５つの観測所と３つのプロジェクトが属します。す
ばる望遠鏡やアルマ望遠鏡、「ひので」や野辺山電波観測所のプロ
ジェクトなど、国立天文台の “今” の観測と研究を最前線で支える
主力プロジェクト群です。

国立天文台の全容

▲水沢キャンパス相関処理センター。

▲日米欧の望遠鏡の観
測で測定された114天体
の天の川銀河内の位置。

Mizusawa VLBI Observatory

■三鷹オフィス 〒181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3813
■VERA 水沢観測局 〒023-0861 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町 2-12　tel 0197-22-7111
■VERA 入来観測局 〒895-1402 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名 4018-3　tel 0996-21-4175
■VERA 小笠原観測局 〒100-2101 東京都小笠原村父島旭山　tel 04998-2-7333
■VERA 石垣島観測局 〒907-0004 沖縄県石垣市登野城嵩田 2389-1　tel 0980-88-0011
■石垣島天文台 〒907-0024 沖縄県石垣市新川 1024-1　tel 0980-88-0013
■茨城観測局

・高萩 32ｍアンテナ 〒318-0022 茨城県高萩市大字石滝 608-1
・日立 32ｍアンテナ 〒319-1301 茨城県日立市十王町大字伊師
■山口観測局  〒753-0302 山口県山口市仁保中郷 123　KDDI 山口衛星通信センター内
■鹿児島観測局 〒891-0133 鹿児島県鹿児島市平川町　錦江湾公園内

〒023-0861 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町 2-12　tel 0197-22-7111
http://www.miz.nao.ac.jp/

CプロジェクトC Projects

国立天文台の主力を担う
8つの施設

　日本国内の４か所（岩手県奥州市、鹿児島県薩摩川内市、東京都小笠原村、
沖縄県石垣市）に設置した口径20ｍの電波望遠鏡の観測データを合成して、
日本列島規模の巨大なVLBI観測網（VLBIは超長基線電波干渉計の英語略称）
を形成します。これを用いて、天の川銀河の天体位置を高精度で計測する観測
を進めています。地球の公転運動に伴うわずかな星の位置変化（年周視差）か
ら星までの距離を正確に求めるとともに、天の川銀河の運動の研究を進めてい
ます。４基の電波望遠鏡は水沢キャンパスから遠隔・集中観測を行い、観測
データは水沢キャンパスの相関処理センターで合成処理を行っています。さら
に銀河の中心に存在する活動銀河中心核の高精度観測による研究も推進して
います。鹿児島６ｍ鏡、山口32ｍ鏡、高萩32ｍ鏡・日立32m鏡を用いて、それ
ぞれ鹿児島大学、山口大学、茨城大学と連携研究を進めています。また、北海道
大学苫小牧11ｍ鏡、岐阜大学11ｍ鏡など各地の大学局や国土地理院つくば
32ｍ鏡、情報通信研究機構鹿島34ｍ鏡、宇宙航空研究開発機構（JAXA）臼田
64ｍ鏡と連携した日本列島VLBI観測を推進しています。東アジア各国とも国際
的な観測協力を進め、韓国に設置された３基の電波望遠鏡（KVN）とVERAを
結合した観測を進めています。さらに中国の上海・ウルムチ・昆明などの局と連
携した東アジアVLBI観測網の整備を進めています。それらのための東アジア
VLBI相関センターを日韓共同で韓国天文研究院において運用しており、東ア
ジア地域におけるVLBI観測の中核的な相関センターとして活躍しています。
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ミリ波天文学の世界を切り拓いた世界最大級の電波望遠鏡です。

所長：齋藤正雄
（Dr.  SAITO, Masao）

観測波長memo 波長1mm～1cmの電磁波。多くの分子が、この波長域で輝線を発するので、星間空
間の分子雲や、そこから星が形成されるようすなどを研究するのに適しています。

ミリ波（millimeter wave）

▲45m電波望遠鏡に搭載されている新受信機で取得された天の川の電波画像。一酸化炭素分子が出す電波を高い解像力でとらえている。赤、緑、青は一酸化炭素の
同位体の電波強度を表している。左上は45m望遠鏡。

Ｃプロジェクト

Nobeyama Radio Observatory

野辺山宇宙電波観測所 〒384-1305　長野県南佐久郡南牧村野辺山 462-2
tel 0267-98-4300（代）　http://www.nro.nao.ac.jp/index.html

　野辺山宇宙電波観測所には、直径45mの

電波望遠鏡があります。波長が1~10mmの

ミリ波と呼ばれる電波を観測するための望

遠鏡としては、世界最大級の電波望遠鏡で

す。電波望遠鏡を使うと、人間の目（可視

光）では見ることができない宇宙の姿を明

らかにすることができます。これまでに天

の川銀河の星間ガスの分布から、様々な星

がどのように誕生するのかを調べてきまし

た。さらに、45m電波望遠鏡は天の川の中

心近傍に中質量ブラックホールの兆候をと

らえ、生命素材物質の形成過程にせまるな

ど多くの成果をあげています。これから

も、目には見えない宇宙の姿を明らかにし

ていきます。

太陽観測所

所長：末松芳法
（Dr. SUEMATSU, Yoshinori）

▲太陽フレアの様子を可視光の水素の吸収線で
見たもの （左）と、赤外線のヘリウムの吸収線で見
たもの（右）。右の図の赤青の線は磁場の極性を、
緑の線は磁場の方向を示しています。いずれもフ
レア望遠鏡による観測結果で、どのような磁場の
歪みがフレアを起こしたのか、フレアにおける磁
場がどのようなものか、がわかります。

▼三鷹キャンパスにある太陽フレア望遠鏡。
最新の観測装置を備えています。

磁場観測を駆使して最も身近な星「太陽」の謎に挑みます。
太陽はいつも変化なく輝いているように見

えますが、特別な光で見ると、表面で爆発を起
こすような急激な変動を見せたり、あるいは黒
点数の増減の11年周期、さらに長い周期での
変動も起こしています。身近な星である太陽を
研究することは、夜空を彩る星々の真の姿を
明らかにすることであると同時に、太陽によっ
てもたらされる私たちの生活への様々な影響
の要因を理解することでもあります。これら太
陽の変動はいずれも太陽が持つ「磁場」に関
係しており、私たちは特に磁場を手掛かりにし
て太陽活動の変動を探る研究をしています。
私たちは三鷹キャンパスにある望遠鏡で、図
にあるように最新技術の観測装置を使った新
たな観測を行う一方、長期にわたって太陽活
動を監視する観測も行っています。さらに将来
へ向けて観測の高度化を目指す取り組みも
行っています。

Solar Observatory
〒181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1 tel 0422-34-3600（代）
http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/solarobs.html
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岡山天体物理観測所

所長：泉浦秀行
（Dr. IZUMIURA, Hideyuki）

◀太陽系外惑星系の想像図。188cm反射望遠鏡と高分散分光
器HIDESを用いた探索により、2003年に我が国初の太陽系外
惑星の発見がなされました。系外惑星探索は現在も精力的に行
われており、これまでに31の惑星質量天体と6つの褐色矮星質
量天体が当観測所で発見されています。2015年末には、世界中
の人々による提案と投票に基づき、そのうち6つの惑星とその親
星に名前（愛称）が付けられました(http://nameexoworlds. 
iau.org/names 参照)。

▲口径188cm反射望遠鏡です。1960年の観測開始以来、我が国の天体観測の発展に寄与してきました。
2012年度には駆動系・制御系の大改修を行い、観測効率が大幅に改善されています。オレンジ色の部
分が、天体光を力セグレン焦点から高分散分光器HIDESへと導き、その感度を2倍以上に向上させてい
るファイパ一光伝送系の入射部分です。

観測波長memo 波長0.1mm～1mmの電磁波。ミリ波と遠赤外線の中間の波長域で、星間塵
に深く覆われた原始惑星系円盤や原始銀河などの観測に適しています。

サブミリ波（submillimeter wave）

国内最大級の口径 188cm の反射望遠
鏡を中心に、銀河・恒星・太陽系天体な
どの光学赤外線観測・研究を推し進めて
います。特に恒星や星間物質の物理状態
の解明、太陽系外惑星の探索や大気の探
査などで優れた成果を挙げています。また、
口径 91cm 反射望遠鏡を用いた銀河系構
造の解明、口径 50cm 反射望遠鏡による
変光天体や活動的な天体の機動的な観測
など、特徴ある研究も行っています。観測
機器開発にも力を入れており、ファイバー
光伝送系、赤外線超広視野カメラなど、
宇宙を見る新しい目の開発も進めてきて
います。光学赤外線天文学の国内基地と
して、大学と連携したユニークな研究・開
発とともに、東アジアの天文学連携など国
際的な貢献も積極的に進めています。

Okayama Astrophysical Observatory

188cm望遠鏡によって発見された太陽系外惑星の6つに名前がつきました！

〒719-0232 岡山県浅口市鴨方町本庄 3037-5  tel 0865-44-2155（代）
http://www.oao.nao.ac.jp/

ハワイ観測所

所長：有本信雄
（Prof. ARIMOTO, Nobuo）

◀すばる望遠鏡は、可視光から赤外線の
広い範囲にわたる電磁波（波長0.3～30マ
イクロメートル）を捉えて、鮮明な画像をも
たらします。9種類の特徴のある観測装置
のおかげで遠くの天体の光も分光し、さま
ざまな測定をすることができます。

◀地球から約60光年の距離にあり太陽に
似た恒星(GJ 504)を回る惑星GJ 504 bが、
すばる望遠鏡を用いた観測によって初め
て発見されました（ ）。これまで直接撮
像された惑星に比べると、最も暗く、かつ
最も温度が低いことから、「第二の木星」
と称されるこの種の天体は、観測がたい
へん困難でした。このような研究は、惑星
系の誕生を明らかにする上で重要な手が
かりを与えてくれます。

宇宙との対話を続けるすばる望遠鏡。
ハワイ観測所では、可視光から中間赤外線にかけての

観測に用いるすばる望遠鏡を運用しています。世界最大級

の口径8.2mの望遠鏡は、観測条件のすぐれたハワイ島マ

ウナケア山頂に設置され、10を超える国々が運用する様々

な観測施設の一員として、発見競争にしのぎを削るととも

に研究協力をも進めています。共同利用観測には世界中

から天文学者がやってきますし、新しい観測装置作りも国

際共同で進められています。星や惑星の誕生と進化のプ

ロセス、その大きな集まりとしての銀河の歴史、さらに現在

の観測手段では見えない暗黒物質や暗黒エネルギーとい

った、誰でも不思議に思うテーマが研究の推進力につな

がっています。望遠鏡のおひろめから16年目を迎えて、い

っそうの成果が挙げられるよう、現場のスタッフは昼も夜

もそれぞれの持ち場で力を尽くしています。恒星のように

熱いものから、宇宙初期の物語を伝える低温の放射まで、

宇宙との対峙が続きます。皆さんが毎晩見上げる空とつな

がっているハワイの空からの発見を、ウェブサイトの成果

発表などでご覧ください。

Subaru Telescope
650 North A’ohoku Place, Hilo, Hawai’i, 96720, USA  tel +1(808) 934-7788（代）
http://subarutelescope.org/j_index.html
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観測波長memo 波長1μm（0.001mm）～0.1mmの電磁波。原始星や星間塵の熱放射な
どの観測に適しています。大気による吸収を避ける必要があります。

赤外線（Infrared radiation）

プロジェクト長：小久保英一郎
（Prof. KOKUBO, Eiichiro）

天文シミュレーションプロジェクト

　シミュレーション天文学は観測天文学、

理論天文学と並ぶ第三の天文学であり、研

究室での実験が難しい天文学の研究を進

めるためには必要不可欠な研究手法です。

コンピュータの中に宇宙を再現し、実験的

に天体現象を研究します。つまり、シミュ

レーション天文学における「望遠鏡」は、

スーパーコンピュータなのです。私たちのプ

ロジェクトには、大規模並列コンピュータ 

Cray XC30 「アテルイ」、重力多体問題専

用計算 機 GR A PEといったスーパーコン

ピュータがあり、世界中の天文学者が利用し

ています。また、新しいシミュレーション方

法を研究開発し、これまで不可能だったシ

ミュレーションの実現を目指しています。銀

河系や太陽系の誕生、ブラックホールの姿

といった大きな謎がスーパーコンピュータに

よって解き明かされる日も近いでしょう。

◀大規模並列コン
ピュータ Cray 
XC30 「アテルイ」。

Cプロジェクト

コンピュータの中に宇宙を再現し実験する。

Center for Computational Astrophysics
〒181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1
tel 0422-34-3600（代）
http://www.cfca.nao.ac.jp/

◀ブラックホール天体
の謎を解明するため、
一 般 相 対 論 的 輻 射 磁
気流体シミュレーショ
ンを実行した。ブラック
ホール の 周 囲 には 降
着円盤が形成され、そ
こから光速の40%もの
速度を持つジェットが
噴出することを示した。
また、回転ブラックホー
ルの方がより激しい活
動を示すことがわかっ
た。

▼重力多体問題専用
計算機GRAPE。

〒181-8588 東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://hinode.nao.ac.jp/index.shtml

プロジェクト長：渡邊鉄哉
（Prof.  WATANABE,Tetsuya）

　2006年9月に打ち上げられた「ひの
で」衛星は、依然として極めて優れた解
像力による太陽観測を継続して、貴重
なデータを送り続けています。ひので科
学プロジェクトは、宇宙航空研究開発機
構・NASA・ESAとともに、3台の最先端
の望遠鏡による観測および、その維持
運用に中心的役割を果たしています。
また、共同利用のデータ解析環境を整
備し、「ひので」についての知識・解析方
法・最新の観測結果を幅広く共有し、

「ひので」によるサイエンスを自由闊達
に議論できる国際的なプラットフォーム
として、内外の多くの研究者・教育関係
者に利用されています。さらに、「ひの
で」の最新成果を一般へ伝えるべく、
ウェブ・プレスリリースなどの手段によ
る広報活動を活溌に行なっています。

軌道太陽天文台「ひので」衛星による観測とデータ解析の拠点です。

ひので科学プロジェクト

▲「ひので」衛星の飛行想像図。

▲2014年10月24日に出現した巨大黒点の磁場分布（白 = N極、
黒 = S極, 視野：w: ~200,000 km × h: ~120,000 km）

Hinode Science Center
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所長：阪本成一
（Prof. SAKAMOTO, Seiichi）

▼アルマ望遠鏡が「視力 2000」とい
う超高解像度で観測した、若い星お
うし座 HL 星を取り巻く塵の円盤。円
盤内の黒い隙間は、ここに巨大惑星
が既に存在している可能性を示して
おり、従来の惑星形成理論の刷新を
迫る画期的な観測画像です。
Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) ▲アンテナが立ち並ぶアルマ山頂施設。

Credit：Clem & Adri Bacri-Normier
（wingsforscience.com）/ESO

観測波長memo 380nm（0.38μm）～770nm（0.77μm）の電磁波。肉眼が感じる光で、最も古くから
観測されている波長域です。恒星や星団、銀河などを広く観測の対象にしています。

可視光（Visible light）

　アルマ望遠鏡（ALMA）を完成させてその
科学運用をしっかり支え、そこからすばらし
い科学的成果を生み出すために、チリ観測所
は2012年4月に発足しました。日本・台湾・
韓国、北米、欧州およびチリの国際協力に
よってアンデス山中の標高5000mの高地で
運用されるアルマ望遠鏡は、口径12mおよび
7mの合計66台のパラボラを組み合わせるこ
とで、ミリ波やサブミリ波という波長の短い
電波で天体を観測する画期的な望遠鏡です。
ビッグバン直後の銀河の誕生や、いまも若い
星のまわりで続く惑星系の誕生、そして宇宙
の中で生命が誕生した歴史など、重要な研
究分野で続 と々成果を挙げています。チリ観
測所は、チリでアルマ望遠鏡の運用・保守を
分担するとともに、口径10mのASTEサブミリ
波望遠鏡の運用も行い、三鷹の「東アジアア
ルマサポートセンター」では、全国の大学等
の研究者がどんどんアルマ望遠鏡を使って
研究できるようお手伝いをしています。

チリ観測所
NAOJ Chile Observatory

日米欧共同運用のアルマ望遠鏡から、次々に成果が生まれています。

Calle Joaquín Montero 3000, Oficina 702, Vitacura, Santiago, Chile tel +56-2-2656-9253（代）
〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://alma.mtk.nao.ac.jp/j/
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観測波長memo 波長124nm～380nmの電磁波。恒星や星間ガス、銀河などの高いエネルギー
の現象を観測するのに適しています。大気の外で観測する必要があります。

紫外線（Ultraviolet ray）

Bプロジェクト

Bプロジェクト

世界初の本格的レーザー干渉計型重力波望遠鏡TAMA300は、現在、
KAGRAのテストベッドとして新しい技術開発に使われています。（左上）三
鷹キャンパスの航空写真。青はTAMA300の光路用トンネルを示します。（右
上）光路用トンネル内部。（下）光入力・出力の研究室。

国立天文台の各観測プロジェクトや研究部では、天体
からのさまざまな波長の電磁波などをとらえて宇宙の
全貌を解き明かそうとしています。そこで、各プロジェク
トや研究部が、主にどのような波長域を観測手段として
いるかを以下の記号で示します。

国立天文台の全容 B Projects

国立天文台の明日を拓く
2つの開発プロジェクト
B プロジェクトは、現在、建設や運用の途上にあるプロジェクト室で、
2 室が属しています。国立天文台の明日の観測・研究を担います。
重力波プロジェクト推進室は、岐阜県神岡に設置された大型レー
ザー干渉計 KAGRA（かぐら）を用いて重力波の観測に挑み、重
力波天文学の開拓を目指します。TMT（Thirty Meter Telescope：
30 メートル望遠鏡）プロジェクトは、すばる望遠鏡に続く次世代
の大型望遠鏡計画です。492 枚の複合鏡からなる口径 30 メートル
の主鏡と、補償光学によりハッブル望遠鏡を 10 倍以上凌駕する解
像力を実現します。

室長：
Prof. FLAMINIO, Raffaele 

▲KAGRAの真空槽にインストー
ルされた、最初の大型鏡懸架装置。

▶中性子星の連星が重力波を発生しな
がら合体へと向かう様子のイメージ（イ
ラスト / 加賀谷 穣）。KAGRA では、約
7 億光年遠方で発生したこのような天
体現象を観測することができます。

　アメリカの重力波望遠鏡LIGOが史上初め
て達成した、2つのブラックホールの合体か
ら発生した重力波の検出は、従来の観測手
段では見ることのできなかった宇宙の姿を、
重力波を使って調べることが可能になったと
いう点で、重力波天文学の潜在能力を示し
た事例です。私たちはそのような重力波観測
を実現する装置として、長さ3kmのL字型の
腕を持った大型レーザー干渉計KAGRA（か
ぐら）を岐阜県・神岡の地下トンネルに建設
する計画を、東京大学や高エネルギー加速
器研究機構などと共同で推進しています。
KAGRAは三鷹構内にある長さ300mのレー
ザー干渉計TAMA300で得られた経験や成
果などを元に設計されており、現在も
TAMA300を用いて防振系・光学系の開発と
インストール前の試験を行っています。また、
宇宙に重力波望遠鏡を打ち上げ、宇宙のは
じまりを直接観測する将来計画（DECIGO）
のための検討と研究開発も進めています。

Gravitational Wave Project Office

重力波望遠鏡は未知なる宇宙の姿を解明していきます。

重力波プロジェクト推進室 〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://tamago.mtk.nao.ac.jp/spacetime/index_j.html

センチ波（電波）　　　ミリ波（電波）

サブミリ波（電波）　　　赤外線　　　可視光

紫外線　　　極端紫外線　　　X線

重力波（注：電磁波ではありません）
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観測波長memo 波長10nm～124nmの電磁波。1万度から2000万度くらいの高温の天体現象を
観測するのに適しています。大気の外で観測する必要があります。

極端紫外線（Extreme Ultraviolet radiation）

室長：臼田知史
（Prof.  USUDA, Tomonori）

▶

望遠鏡本体の完成予想図と日本で試作した
分割鏡。TMTは5カ国の協力で製作されます。
このうち、日本は望遠鏡本体の設計・製作と
主鏡（分割鏡）の製作など、望遠鏡の要とな
る部分を担当します。

▲TMT の完成予想図。建設地は、 すばる望遠鏡のあるハワイ島・
マウナケアが予定されています。

　すばる望遠鏡は、宇宙誕生からわずか 7億

年の時代の銀河を見つけだし、太陽以外の星

のまわりの惑星の姿をとらえることに成功

しました。初期の銀河はどのように誕生した

のか、見つかってきた惑星の表面や大気の組

成はどのようになっているのか―このよう

な新たな疑問に挑むのが次世代の大型望遠

鏡です。TMT（30メートル望遠鏡）は、492枚

の複合鏡からなる口径 30 メートルの主鏡に

より、光を集める能力で従来の望遠鏡を 10

倍上回る計画です。さらに、補償光学により

ハッブル望遠鏡を 10 倍以上凌駕する解像力

を実現します。日本の国立天文台は、カリフ

ォルニア大学・カリフォルニア工科大学、カ

ナダ、中国国家天文台、インド、米国との国際

協力事業として TMT を推進し、2020 年代

の天文学をリードします。

TMT（Thirty Meter Telescope）Project O�ce

口径30メートルの次世代望遠鏡で宇宙の初代天体・系外惑星の解明をめざします。

超大型望遠鏡TMT推進室 〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1
tel 0422-34-3600（代）
http://tmt.nao.ac.jp/

太陽分光写真儀室（三鷹）。平成10年に登録有形文化財に指定されました。

国立天文台の各観測プロジェクトや研究部では、天体
からのさまざまな波長の電磁波などをとらえて宇宙の
全貌を解き明かそうとしています。そこで、各プロジェク
トや研究部が、主にどのような波長域を観測手段として
いるかを以下の記号で示します。

Aプロジェクト

A プロジェクトは、未来に向けて萌芽的な研究開発活動を育成
することを企画して設けられた小プロジェクト群です。研究者の
創意を尊重し、小規模でも多様で先進的な研究開発環境を整
えることを目的としたもので、現在、「JASMINE 検討室」「太陽
系外惑星探査プロジェクト室」「RISE 月惑星探査検討室」
「SOLAR-C 準備室」の 4 つのプロジェクト室があります。いず
れも野心的な研究テーマに取り組んでいます。

国立天文台の全容 A Projects

天文学の未来に挑む
4つの開発プロジェクト

センチ波（電波）　　　ミリ波（電波）

サブミリ波（電波）　　　赤外線　　　可視光

紫外線　　　極端紫外線　　　X線

重力波（注：電磁波ではありません）
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赤外線位置天文観測衛星で天の川銀河のくわしい地図を描きます。

室長：郷田直輝
（Prof. GOUDA, Naoteru）

▲天の川を観測するJASMINE衛星（小型JASMINE：望遠
鏡の主鏡口径が30cm級の小型科学衛星）の想像図。

▶小型JASMINEに先駆けて
超 小 型 衛 星ナノジャスミン

（Nano-JASMINE：主鏡口径
5cm、衛星重量35kgの位置
天文観測衛星）の検討開発が
進められてきており、近い将来
に打ち上げられる予定です。小
さいながら現在世界最高クラ
スのヒッパルコス星表に匹敵
する3ミリ秒角の位置精度で
全天の星表を作成します。

　ジャスミン（JASMINE）は、天の川の中心付近（バル
ジ構造）にある星々の天球上での位置とその変化を世
界でもっとも高い精度で測定する人工衛星（赤外線位
置天文観測衛星）です。まず、2021年度頃に、小型科学
衛星（望遠鏡の主鏡口径は30cm級）を用いて、中心核
バルジ領域の数平方度といった一部の領域を重点的に
観測します。更に2030 年代には中型衛星（主鏡口径
80cm級）を用いて、バルジ全域にわたり観測を行なう
計画です。これらの観測衛星では、天の川を見通す赤外
線を用いて、0.01ミリ秒角（1度角の3億 6千万分の1）
という高精度で星の位置変化を測定し、可視光観測で
は困難である、3万光年先にまで及ぶバルジにある多く
の星までの距離や星が運動する速さを知ることができま
す。JASMINEによって得られる天の川の星々のまったく
新しい「地図」（星の運動情報も含む）によって、VERA
（14ページ）とも共同して天の川銀河の真の姿や生い
立ち、「見えない物質」の分布と運動、星の誕生と進化等、
天文学の様々な分野が発展すると期待されます。

JASMINE検討室
JASMINE（Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared Exploration）Project Office

〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://www.jasmine-galaxy.org/index-j.html

室長：田村元秀
（Prof.TAMURA,Motohide）

▼すばる望遠鏡用装置HiCIAO+AO188
による、太陽型恒星GJ504をめぐる「第二
の木星」の画像（右上）。

▲コロナグラフを応用した高コントラスト宇宙
望遠鏡の案。現在は、すばる望遠鏡による戦略
的観測SEEDS、地球型惑星探査赤外線装置
IRDの開発、TMT用コロナグラフSEITの開発、
WFIRST用スペースコロナグラフWACOの検
討を行っています。

　太陽系の外にある恒星を周回する惑星（系
外惑星）は、1995年の発見以来すでに2000個
以上が報告されていますが、惑星を直接に画像
に写した例は極めて限られています。私たちの
太陽系を遠方から眺めるように惑星系を直接観
測することは究極の観測法として期待されてい
ます。そのためには、明るい恒星のすぐ近くに
ある暗い惑星を調べる特別な技術（高コントラ
スト技術）が必要になります。また、近くの恒
星のまわりの「第２の地球」の探査は現在でも
未開拓です。太陽系外惑星探査プロジェクト室
は、現行のすばる望遠鏡や将来の宇宙望遠鏡計
画による高コントラスト観測を実現し、さら
に、赤外線を活用した地球型惑星探査装置を開
発し、巨大惑星から地球型惑星へと、ステップ
を経て系外惑星とその誕生の場の研究を推進し
ます。宇宙で私たち人類は特別な存在なのか、
それとも、生命が育まれているような第２の地
球は存在するか、といった問いに答えたいと考
えています。

太陽系外惑星探査プロジェクト室
宇宙に生命あふれる第2の地球はあるのか？ 人類究極の問いに挑みます。

Extrasolar Planet Detection Project Office
〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://esppro.mtk.nao.ac.jp/

Aプロジェクト

観測波長memo 波長0.01nm～10nmの電磁波。宇宙の高エネルギー・超高温現象を観測するのに適し
ています。地球大気で完全に吸収されるので、大気圏外で観測する必要があります。
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　太陽磁気活動の全貌を明らかにするため、ひので
衛星の後継機となるSOLAR-Cの実現を目指します。
　ひので衛星の観測により、太陽表面上空の温度
１万度の彩層には、微小なジェットや波動現象と
いった、それまで予想されていなかった動的な現象
が頻発していることが判明しました。また、温度100
万度のコロナの観測からは、彩層に近い場所で激し
い運動をともなう加熱現象が見いだされました。こ
れらの現象は、太陽表面に現れる磁場が強く関与し
て発生すると理解されています。
　これまでに前例のない高分解能の画像と分光観
測から、SOLAR-C衛星計画では、ひので衛星の観測
から見いだされた基本となる磁気構造スケールを
光球からコロナまでの全大気層で解像するととも
に、彩層の磁場測定を通して太陽活動の起源を明ら
かにします。また、SOLAR-Cの実現に必要な技術獲
得のため、観測ロケットや気球による彩層磁場観測
を推進します。

SOLAR-C準備室

室長：一本 潔
（Prof. ICHIMOTO, Kiyoshi）

▲遠紫外線域で彩層・遷移層磁場観測を行うロケット
実験CLASP観測装置。SOLAR-Cでは同様の観測手法
が使用されます。

SOLAR-C衛星を実現して磁場が生み出す活動性の起源を明らかにします。

SOLAR-C Project Office
〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3705
http://hinode.nao.ac.jp/SOLAR-C/

▲衛星軌道上のSOLAR-C衛星（想像図）。

　2012年4月、国立天文台RISE月探査プロジェクト
は、RISE月惑星探査検討室として、新たに出発する
ことになりました。これまで、月周回衛星「かぐや」に
おいて、重力と地形の測定を担当し、レーザ高度計
やVLBI電波源などの機器開発と打ち上げ後の運用
とデータ解析を行いました。世界で初めて、月の裏
側の正確な重力場を求め、極域を含む地形を明ら
かにしました。
　新しいプロジェクトでは、天体の内部構造を調べ
ることにより進化と起源を探るという研究の軸を発
展させ、月だけではなく、水星、火星、木星系、小惑星
の探査において、開発と研究を行っていきます。現
在は小惑星探査機「はやぶさ2」においてJAXAや国
内外の共同研究者とともにレーザ高度計による科
学観測の準備を進めています。同時に木星系探査
計「JUICEミッション」にドイツ、スイス、スペインと国
際共同チームを組んで参画し、ガニメデレーザ高度
計(GALA)の開発を進めています。

RISE月惑星探査検討室

プロジェクト長：並木則行
（Prof. NAMIKI, Noriyuki）

▲「かぐや」によって取得された月の地形図（左側）と重力異常図（右側）。
（国立天文台／千葉工業大学／JAXA）

探査機により太陽系天体の進化を探ります。

RISE(Research of Interior Structure and Evolution of Solar System Bodies) Project
〒023-0861 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町 2-12　tel 0197-22-7111
http://www.miz.nao.ac.jp/rise/

▲探査機「はやぶさ2」が小惑星1999JU₃にタッチダウ
ンする想像図。(JAXA) 

観測波長memo 電磁波とは異なり、空間自体の変形の波動です。たいへん微弱なので未だ直接観測は
されていません。電磁波では原理的に捉えきれない重力現象を解明します。
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センチ波（電波）

ミリ波（電波）

サブミリ波（電波）

赤外線　　　可視光

紫外線　　　極端紫外線

X線　　　　  重力波
（注：電磁波では　　

ありません）　

天文データセンター

センター長：高田唯史
（Dr. TAKATA, Tadafumi）

▲2013年3月に稼働を開始した国立天文台 データ
解析・アーカイブ・公開システム。

▲すばる望遠鏡などの観
測生データ公開システム -- 
SMOKA。

国立天文台の3つのセンターは、個別のプロジェクトの枠組み
を超えた機器開発・技術研究、数値実験・データ解析・アーカイ
ブ、情報提供・広報普及の役割を担います。プロジェクトの性格
も持ちながら全台の基幹インフラとして組織的に天文台の基
盤を支えています。
4つの研究部は、研究者の自発的発想と個人的研究、研究者の
流動性を保証するために新設された組織で、プロジェクトに関
わる多くのスタッフも、研究部に籍をおいて活動します。

国立天文台の全容

国立天文台の各観測プロジェ
クトや研究部では、天体から
のさまざまな波長の電磁波な
どをとらえて宇宙の全貌を解
き明かそうとしています。そこ
で、各プロジェクトや研究部が、
主にどのような波長域を観測
手段としているかを右の記号
で示します。

降雪の朝（三鷹）。冬の日差しが雪化粧した武蔵野の森を包みます。

センターと研究部

▲世界中の天文台と観測データ交換や
公開が可能なJVOシステム。

　国立天文台や国内及び世界の観測装置によって得
られた天文観測データの収集と発信窓口の役割を担
い、国内外へのデータ発信、及びデータ解析のサポー
ト等、天文データに関する高度でかつ総合的な機能
を提供しています。また、大学共同利用機関の責務と
してのデータ発信や計算機資源の提供のため、さらに
は、国立天文台内の研究や業務の基盤を担うため、
40Gbpsという超高速ネットワークの研究およびその
構築と運用を行っています。データの発信にあたって
は提供方針の統一と、世界的標準化や品質保証をは
かり、国内外の天文学研究発展のための、良質で使い
やすいデータ提供に努めています。また、国立天文台
内各観測所（すばる、ALMA、野辺山、VERA、ひので、
RISE、岡山）との連携の下、天文データに関する計算
機資源の総合化と共有化を進めています。国内外の
研究機関との協力体制も広げつつ、大量のデータを
元にして天文現象の多面的理解を目指すデータベー
ス天文学の研究を推進しています。

センターと研究部

国立天文台の
特長を生かす3センター、
基盤を支える4研究部

Astronomy Data Center

天文データのことならおまかせ下さい ！

Centers & Divisions

〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://www.adc.nao.ac.jp/
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先端技術センター
電波から可視光まで。天文台の先端装置や基盤技術の開発拠点です。

天文情報センター
天文学の最新情報をわかりやすく発信。天文台の情報ステーションです。

▲三鷹本部には、天体観望や観測実習などの社
会教育を目的とした口径50cm公開望遠鏡（フォ
ーク型反射望遠鏡）が設置されています。毎月
第2土曜前日の金曜日、および第4土曜日の夜に
一般市民を対象に定例観望会（事前申込制）を
行っているほか、申し込みに応じて大学の実習
観測、学生の課外授業、教育センターなどからの
見学などにも幅広く対応しています。

▼平日に毎日行っている一般からの質問電話への対
応。年間約1万件の質問に対応しています。

センター長：福島登志夫
（Prof. FUKUSHIMA, Toshio）

センター長：野口 卓
（Prof.NOGUCHI, Takashi）

▲センター内にある大型ク
リーンルーム。超伝導受信
機や大型衛星搭載装置の
開発が可能です。

▶メカニカルエンジニアリ
ングショップは、観測装置
を設計・製作しています。

　天文学の進歩は新しい観測手段の開発
によってもたらされます。国立天文台が推進
するプロジェクトの実現には、つねにその時
代の限界に近い技術課題を解決していく必
要があります。また、先の時代を見据えた基
礎技術の開発もたいへん重要です。このた
め、超伝導受信機や大型衛星搭載装置など
の開発が可能な大型で高度なクリーンルー
ム、先端的な光学試験設備、最新鋭の精密
工作装置、特殊コーティング装置など世界最
高水準の設備が整備され、共同利用も含め
て活 用されています。これまで、H y p e r 
Suprime-Cam や ALMA受信機などがセン
ターで開発・製作されています。今後は、
TMTの焦点面観測装置や、KAGRA重力波
望遠鏡を中心として次世代観測装置に必須
の基礎技術の開発にも取り組んでいます。

　天文学のめざましい進展に伴い、最新の
天文学の情報を、インターネットなどを用い
て、一般社会にすみやかに発信することが
強く求められるようになってきました。全国
各地の公開天文台、科学館、博物館、プラネ
タリウムなどの天文学関連の社会教育施設
と連携し、天文学情報の収集と発信、科学
コミュニケーションの核となる組織として、
平成10年度より当センターが発足しました。
センター内には天文学の最新の成果、新天
体や暦など、さまざまな天文情報の発信や
普及、歴史的価値のある装置などを保存活
用のため広報室、普及室、国際天文学連合・
国際普及室、暦計算室、出版室、総務室が設
けられています。さらに多くの天文関連図書
や稀覯本を擁する図書室も当センターに属
し、一般向けにも閲覧サービスを行ってい
ます。

き  こう

Advanced Technology Center

Public Relations Center

〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://atc.mtk.nao.ac.jp/

〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://www.nao.ac.jp/PROffice/
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光赤外研究部
まさに天文学の王道。目に見えるありのままの宇宙の姿を明らかにします。
　さまざまな波長で宇宙を見ると同じ天体で
も全く異なる姿が見えてきます。光赤外線で
見る宇宙の姿はわたしたちが肉眼で見たとき
とほとんど同じ。ただ１つ違うのは、岡山天
体物理観測所の望遠鏡やすばる望遠鏡など、
肉眼の何千倍、何十万倍もの集光力を持つ大
型望遠鏡を駆使していることです。宇宙の果
てから惑星系までさまざまな観測対象を詳細
に調べ、宇宙の謎を解明しています。わたし
たちの宇宙がどうやって始まったのか、現在
の宇宙はどのような構造をしているのか、地
球のような惑星はどうやって生まれ、生命は
どこでどのように誕生したのか。わたしたち
の究極の目標はこのような問いに答えること
です。このような研究を進めると同時に、研
究プロジェクト間の連携・萌芽的研究プロジ
ェクトの促進・アウトリーチ・大学院生の教
育に力を注いでいます。

電波研究部
電波観測により目では見ることができない新たな宇宙像を描き出します。

研究部主任：水本好彦
（Prof. MIZUMOTO, Yoshihiko）

研究部主任：井口 聖
（Prof. IGUCHI, Satoru）

▶岡山天体物理観測所で撮影された
三裂星雲M20。散光星雲の手前にひも
状の暗黒星雲が広がっている。

　目では見ることができない電波により、宇
宙の描像と現象を解明する研究を進めていま
す。ビックバン後、どのように銀河が形成さ
れたのか？ そして137億年をかけてどのよう
に銀河が進化し、我々が住む天の川銀河が出
来たのか？ 天の川銀河の銀河地図はどうなっ
ているのか？ また、太陽系のような惑星系は
どのようにでき、我々が住む地球のような惑
星はどのように誕生するのか？ さらには、地
球の側にある月はどうやって誕生したのか？ 
そして究極のテーマである我々生命の起源は
宇宙物質の進化の過程の中でどのように誕生
するのか？ 電波研究部には野辺山宇宙電波観
測所、水沢VLBI観測所、RISE月探査プロジェ
クト、そして現在建設中のALMA望遠鏡が属
し、これら電波関連プロジェクトが相互協力
を図りながら、このような宇宙の命題や謎に
挑んだ研究を推進しています。

▲すばる望遠鏡で撮影された銀河NGC6946。赤い部分
で活発な星形成活動が行われている。大学学部生による
すばる観測研究実習で取得された。

▼電波観測により渦巻銀河NGC4258の中心部に発見さ
れた秒速約1000kmで回転する円盤と、その中心にある太
陽の3600万倍の質量を持つ巨大ブラックホール（想像
図：イラスト／加賀谷穣）。

センターと研究部

Division of Optical and Infrared Astronomy

Division of Radio Astronomy
〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://radio.mtk.nao.ac.jp/

〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://optik2.mtk.nao.ac.jp/
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太陽天体プラズマ研究部
太陽は「すぐそこにある星」
　太陽は、地球からたった 1 億 5 千万
キロメートルのところにある恒星です。
地球が凍りついてしまわず、生命にあふ
れているのも太陽が放射するエネルギー
のおかげです。また太陽では、黒点の
周辺で「フレア」と呼ばれる大爆発が起
こることがあり、約 1 日後には爆風が地
球に到達して磁気圏を揺らし、オーロラ
を起こしたりします。太陽天体プラズマ
研究部では、太陽の内部や表面、外側
のコロナ中で起こる様々な現象のメカニ
ズムと地球への影響を理解するため、
研究を進めています。宇宙からの観測

（17 ページ）、地球からの観測（15 ペ
ージ）を駆使して、「生きている太陽の
素顔」に迫りたいと思っています。

理論研究部
観測と対になって両輪で研究を進める理論研究部は天文学の知的基盤です。
　理論研究部は、天文学の理論的研究を行っているとこ
ろです。天文学といえば、望遠鏡を終夜のぞいている学問、
というイメージが強いと思いますが、理論研究部では、紙
と鉛筆、それにコンピュータを用いて研究を進めています。
観測結果を解釈し、その現象の本質を理解することが目
標となります。またときにはどのような観測を行えばおもし
ろいことがわかるのかという提案も行っています。観測と
理論の両輪で、天文学は発展しているのです。理論研究
部の研究対象は非常に多岐にわたっていて、天体の運動、
惑星、星、宇宙プラズマ、銀河、銀河団、活動銀河核、宇宙
の大規模構造、そして宇宙そのものまでが守備範囲です。
理論研究部で最近とくに力を入れているのが、数値シミュ
レーションです。普通は実験することが不可能な天体現象
を、コンピュータの中に再現するという試みです。「理論の
望遠鏡」とでも呼ぶべきスーパーコンピュータ（世界でも
第一級の性能を持っています）が国立天文台（天文シミュ
レーションプロジェクト）にあり、これを使って最新の研究
成果を生み出しているのです。

研究部主任：花岡庸一郎
（Dr. HANAOKA, Yoichiro)

地上と宇宙の望遠鏡で見た太陽の姿
2014年10月24日に現れた巨大黒点の画像です。地上望遠鏡による上の２枚の画像は太陽全体の光球
と彩層の様子を示す連続光(左)とHα線での画像で、下は宇宙の望遠鏡で撮られた黒点の詳細画像(左、
上段連続光像の内側の四角の部分)と、その周辺のコロナの様子(右、上段連続光像の外側の四角の部
分)です。この黒点周辺で多数のフレアが起こりました。

研究部主任：富阪幸治
（Prof.TOMISAKA, Kohji）

▼超新星の回転爆発のシミュレーション。

▼理論研究部のメンバー、全員集合！

Division of Solar and Plasma Astrophysics

Division of Theoretical Astronomy

〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://solarwww.mtk.nao.ac.jp/jp/index.html

〒181-8588　東京都三鷹市大沢 2-21-1　tel 0422-34-3600（代）
http://th.nao.ac.jp/
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室長：山口隆弘
（YAMAGUCHI, Takahiro)

▲国立天文台とタイ王国国立天文研究所との間で研究協力の覚書が締
結されました。同研究所は初めての電波望遠鏡の建設を計画しており、
今後、研究および教育における協力や交流の拡大が期待されています。

（左から：小林副台長、林台長、Boonrucksar Soonthornthum所長、
Saran Poshyachinda副所長）

◀国立天文台とサウジアラビア王国マジマ―大学
との間で天文学分野での研究協力協定が締結され
ました。同大学の新しい望遠鏡建設にむけて人材
育成等の協力や研究交流が進められます。（前列
左：林台長、右：Mohammad Abdullah Alshaya
マジマ―大学研究協力担当副学長）

Office of International Relations

　私たちの宇宙はどれほど大きいのか？ どこに何があるのか？ 宇宙の立体
地図作りが進み、太陽系の中の地球、太陽近傍の恒星たち、数千億の恒
星からなる銀河系、近傍銀河たち、そし
て銀河が群がる大規模構造の様子が明
らかになってきました。空間３次元に時
間を加えた 4D2U（４次元デジタル宇宙）
ドームシアターは、これまでの観測から
解明された宇宙全体のアトラスを備えて
います。さらに、スーパーコンピュータ
を使ったシミュレーションの研究結果を
可視化した宇宙の進化に関わる映像は、
宇宙138 億年の歴史の中でなにが起こっ
たのかを見せてくれます。我々は何者な
のか？どこから来たのか？そうした疑問に
皆さん自身が答えを見い出す糸口となる
ことでしょう。

　国際連携室は、国際交流業務を集
中的かつ専門的につかさどる組織とし
て国立天文台の国際交流発展に貢献し
ています。具体的には、海外研究機関
とのネットワークの構築及び連絡、研
究協定の締結、共同研究及び国際的
な成果普及・技術協力にかかわるコー
ディネート、外国人研究者の招へい・
受け入れ、国際交流に係わる研修など、
国際連携研究の企画、立案、調整を
行います。さらに、東アジア中核天文
台連合 (EACOA) の事務局として、国
際天文学連合 (IAU) とも協力して、東
アジアを中心とした天文学研究・教育
の振興、研究成果の普及を目的とした
活動を推進します。

4D2U Dome TheaterIshigakijima Astronomical Observatory

石垣島天文台石垣島天文台

　北緯24度、日本の最西南端、石垣島に設置さ
れた天文台です。VERA 石垣島観測局の完成を
契機に始まった「南の島の星まつり」が、1万人を
集めるイベントに発展する中、天文学の広報普及
と太陽系天体の観測的研究を目的として、2006
年に完成。2013年には、4D2Uが見られる「星空
学びの部屋」が完成し、土日祝日の天体観望会
と合わせ、13000人が訪れています。ガンマー線

バーストの残光
観測や超新星、
彗星などの突発
天体の観測でも
威力を発揮して
います。

◀石垣島天文台と天
の川。九州沖縄で最
大口径（105cm）の
反射望遠鏡は「むり
かぶし（群星＝昴）」
の愛称で親しまれて
います。

4次元デジタル宇宙で、宇宙の
全貌を見せます。
4次元デジタル宇宙で、宇宙の
全貌を見せます。

南十字星、21個の1等星が
きらめく南の島の天文台
南十字星、21個の1等星が
きらめく南の島の天文台

国際交流・国際研究協力活動を全台的に推進します。

国際連携室

4D2Uドームシアター4D2Uドームシアター

●4D2Uドームシアターの公開日時
毎月４回、第２土曜日の前日の金曜日、第１土曜日、第２土曜日および第３土曜日に定
例公開を行います（要申込）。公開時間／13：30～16：30（１回約40分）。申し込
みの方法や番組内容などくわしくは、https://prc.nao.ac.jp/4d2u/をご覧ください。

http://naoj-global.mtk.nao.ac.jp/index.html

▲ドームシアターでの投映風景。

フォーディートゥーユー
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国立天文台天文保時室は水沢VLBI 観測所に置かれ、セシウム原子時計

群が運用されています。これらの時計群による時刻保持と各国の時計群と

のGPSを介した相互比較を通じて、世界の時刻標準である国際原子時の

決定に寄与しています。さらに、水素メーザー時計を用いたVLBI観測によ

って地球の自転に基づく世界時の決定に寄与しています。日本の公の標

準時である中央標準時は、これらの計測に基づいています。

天文保時室にあるセシウ
ム原子時計群。時刻の高
精度化の研究開発や、イ
ンターネットへの時刻供
給の研究、時計の検定な
ども行っています。

保時・暦書編製と国立天文台の施設公開
中央標準時と原子時計群

■平成23年度～27年度 国立天文台施設公開来台者数

三鷹・水沢・野辺山・岡山・ハワイの5地区の合計数。
0 30000 60000 90000 120000 150000 180000

平成27年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

（人）

国立天文台では、研究の成果を広く社会に還元するために、おもな観
測施設で一般公開や特別公開、定例観望会などを行っています。人々
の宇宙への関心は高く、国立天文台への見学者もここ数年15万人を超
えています。この流れを受けて、国立天文台では広報・普及・教育に関す
るさまざまなテーマを取り上げ、多彩なプログラムを実施しています。

三鷹キャンパス内の
一般公開コースのパンフレット。日・英・
中・韓・西の5ヵ国版を配布。

「すばる望遠鏡」のドーム。
この中ですばる望遠鏡の
巨体を見ることができます。

国立天文台野辺山の特別
公開のようす。入所自由の
常時公開は野辺山観光の
柱にもなっています。

水沢VLBI観測所の一般公開の見もの
の一つは木村榮記念館。ｚ項を発見し
た木村榮初代所長の生涯を辿ります。

特別観望会の様子。188cm
反射望遠鏡で集めた天体か
らの生の光を肉眼でご覧い
ただいています。

国立天文台の施設見学国立天文台の施設見学

　三鷹・水沢・野辺山・岡山の４地区では、常時、見学者に施設を公開している
ほか、年に１度の特別公開を行っています。ハワイの「すばる望遠鏡」ではドー
ム内見学が、チリのアルマ望遠鏡では山麓施設の見学ができます。その他の各
地区でも、特別公開や特別観望会、希望者への施設見学会などを行っています。
　また、各施設ではさまざまな情報を満載したホームページを公開しています。
インターネット上で国立天文台のいろいろな観測研究施設を訪ね、天文学の最
前線のようすを知ることができます。

●国立天文台三鷹（本部）
〒181‐8588 東京都三鷹市大沢2‐21‐1
TEL 0422‐34‐3600（代）
http://www.nao.ac.jp/
●一般公開

（10時～17時／年末年始除く毎日）
●三鷹・星と宇宙の日（特別公開）

（2015年は10月23～24日）
●定例天体観望会（申込み制）
●4D2Uシアターの公開（申込み制）

●ハワイ観測所（すばる望遠鏡）
650 North A'ohoku Place, Hilo, Hawai’i, 96720, USA.
TEL +1（808）934‐7788（代）
http://subarutelescope.org/j_index.html
●一般見学 ドーム内見学（ウェブページからの予約制）

●野辺山宇宙電波観測所
〒384‐1305  長野県南佐久郡南牧村野辺山462‐2　
TEL 0267‐98‐4300（代）
http://www.nro.nao.ac.jp/
●常時公開（8時30分～17時／年末年始除く毎日）
  (8時30分-18時／7/20-8/31の期間)
●特別公開（2016年は8月27日）

●水沢VLBI観測所
　●VERA水沢観測局
〒023‐0861 岩手県奥州市水沢区星ガ丘町2‐12
TEL 0197‐22‐7111（代）
http://www.miz.nao.ac.jp/
●一般公開
9時～17時／年末年始を除く毎日
★奥州宇宙遊学館（休館日：年末年始、火曜日）
●特別公開（2016年8月20日）

●VERA入来観測局
●一般公開（9時～17時／毎日）
●特別公開（2015年は8月8日）

●VERA小笠原観測局
●一般公開（9時～17時／毎日）
●特別公開（2015年は11月予定）

●VERA石垣島観測局
●一般公開（9時～17時／毎日）
●特別公開（2015年は8月16日）
●石垣島天文台
●一般公開（施設公開10時～17時／
水～日、年末年始を除く）
●天体観望会（19時～22時／土・
日・祝日の夜）

●岡山天体物理観測所
〒719‐0232　岡山県浅口市鴨方町本庄3037‐5
TEL 0865‐44‐2155（代）
http://www.oao.nao.ac.jp/
●一般公開（9時～16時30分／年末年始、鏡の蒸着作業

中を除く毎日）
●特別公開（今年はありません）
●特別観望会（2016年は4月2日と7月30日、公募抽選制）

奥州宇宙遊学館（奥州市）

167,247人

国立天文台の主要な施設を見学することができます。 158,264人

113,658人

168,147人

168,560人
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●チリ観測所（アルマ望遠鏡）
Kilometro 121, Carretera CH 23, San Pedro de Atacama Chile
http://alma.mtk.nao.ac.jp/j/
●一般見学 山麓施設内見学（毎週土日、ウェブページからの
予約制）

メンテナンス中のアンテナ
を見る見学者たち。専任ガ
イドによる詳しい紹介（スペ
イン語と英語）があります。



　　　　　　　暦計算室では、春分・秋分を

含む二十四節気、日の出・日の入、月の出入、日

食・月食・惑星現象といった天文現象を推算

して『暦象年表』を刊行するほか、2月1日の官

報で『暦要項』として発表しています。また、暦の

情報は日常生活に密接にかかわるので、『理科

年表』やホームページにも掲載し、いつでも手

軽に利用できるようにしています。

『理科年表』の刊行
日本でもっとも信頼さ

れている「自然界の辞

典」として、90年以上の

歴史をもつ『理科年表』を、

多くの研究機関の協力を

得て刊行しています。
『理科年表』は入試問題や教科書などにも
広く引用されています。

暦書の編製

暦書の編製と『理科年表』の刊行

携帯端末からでも
暦の情報を調べる
ことができます。

１９２６年（大正１５年）に建設された大赤道儀室を改修し、公開していま
す。屈折望遠鏡としては日本最大口径の65cm赤道儀式望遠鏡を中心に、
国立天文台の歴史資料を展示しています。

大赤道儀室
高さ19.5m、ドーム直径15mの
巨大な建築物です。建設当時、
半球ドームを作る技術が建設
業にはなく、カーブのある船体
を作る技術を持った造船技師の
指示の下に作られました。国の
登録有形文化財です。

65㎝赤道儀式屈折望遠鏡
２階の中央には、巨大な口径
65cm赤道儀式屈折望遠鏡が保
存されています。１９９８年まで研
究観測に用いられていました。

１９２５年に完成のレプソル
ド子午儀室は、現在、子午儀
資料館となっています。130
年以上の歴史を持つ望遠鏡
レプソルド子午儀は、重要文
化財になっています。

展示
１、２階にわけて、国立天文台の歴史を紹介するパネルなどが
展示され、国立天文台や天文・天体観測の歴史について学ぶ
ことができます。

天文台展示室には、すばる望遠鏡や野辺山45m電波望
遠鏡、アルマ望遠鏡、TMTなどの説明模型やパネル展示
があります。国立天文台の最新の研究のようすがわかり
やすく展示されています。

太陽塔望遠鏡（アインシュ
タイン塔）は、１９３０年の
完成で大正期の様式を代
表する建築物です。塔全体
が望遠鏡の筒の役割を果
たすユニークなもので、国
の登録有形文化財です（外
観のみ見学できます）。

太陽塔望遠鏡
（アインシュタイン塔）

子午儀資料館

国立天文台歴史館

国立天文台展示室

三鷹キャンパス常時公開施設三鷹キャンパス常時公開施設
年末年始を除いて、毎日見学できます。

公開時間　10時～17時
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国立天文台の共同利用
共同利用運営のしくみ

国立天文台は、大学共同利用機関として、共同利用観測・共同研究・国際協力事業などを積極的に推進することをめざしています。その
活動は、全国の大学などにおける研究教育に土台をおいてこそ可能であり、全国研究者との有機的なつながりと共同利用運営のため
に、以下のようなしくみがとられています。

共同利用運営

共同利用・共同研究等の
企画・検討・推進

プロジェクト評価委員会

理論専門委員会

天文情報専門委員会

共同利用観測テーマ

共同利用観測

公募観測

水沢VLBI観測所
野辺山宇宙電波観測所
岡山天体物理観測所
ハワイ観測所
チリ観測所

国
内
・
国
外
の
研
究
者

大学共同利用機関である国立天文台の運営は、台内だけでなく広く大学および関係機関の天文学研究者の参加を得て行われます。
コミュニティとの窓口でもある運営会議は、研究教育職員の人事、組織の改廃その他、運営上重要な事項を審議する最重要会議です。

台内委員台外委員

天文学コミュニティと連携した運営

国立天文台運営会議委員（第Ⅶ期）（任期：平成28年度～平成29年度）

電波専門委員会

光赤外専門委員会

太陽天体プラズマ専門委員会

台

　長

運

　営

　会

　議

研究交流委員会

一本 潔 京都大学大学院理学研究科附属天文台教授

梶田 隆章 東京大学宇宙線研究所教授

杉田 精司 東京大学大学院理学系研究科教授

千葉 柾司 東北大学大学院理学研究科教授

土居 守 東京大学大学院理学系研究科教授

藤澤 健太 山口大学時間学研究所教授

松下 恭子 東京理科大学理学部第一部教授

満田 和久 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授

村上 泉 核融合科学研究所教授

百瀬 宗武 茨城大学理学部教授

有本 信雄 ハワイ観測所教授

臼田 知史 TMT推進室教授

郷田 直輝 JASMINE検討室教授

小久保 英一郎　天文シミュレーションプロジェクト教授

小林 秀行 水沢VLBI観測所教授

阪本 成一 チリ観測所教授

髙見 英樹 先端技術センター教授

富阪 幸治 理論研究部教授

長谷川 哲夫 チリ観測所教授

本間 希樹 水沢VLBI観測所教授

渡部 潤一 天文情報センター教授

共同研究

協力事業

研究交流

新装置開発

公募研究

研究集会
共同研究
共同開発研究
滞在型研究員
計算機共同利用
天文データセンター共同利用
先端技術センター共同利用
太陽観測所共同利用
ひので科学プロジェクト共同利用

◎議長 　◯副議長 (五十音順)

先端技術専門委員会

天文データ専門委員会
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天文データ専門委員会

30

◯ 

◎ 

1888 東京天文台の設置
1899 緯度観測所の設置
1908 日本天文学会発足
1925 『理科年表』刊行開始
1946 暦書の編製・『暦象年表』の刊行開始
1949 名古屋大学空電研究所発足／乗鞍コロナ観測所観測開始
1960 岡山天体物理観測所観測開始
1969 野辺山太陽電波観測所観測開始
1970 6mミリ波電波望遠鏡観測開始
1972 閏（うるう）秒の挿入開始
1981 天文衛星「ひのとり」による太陽観測開始
1982 野辺山ミリ波電波望遠鏡観測開始
1988 国立天文台発足
1992 野辺山電波ヘリオグラフ観測開始
1996 スーパーコンピュータの導入と共同利用

国立天文台のプロフィール

国立天文台の大学院教育

■土地
年俸制職員 111人

契約職員176人

台長、
研究教育職員151人

技術職員36人
事務職員57人
URA職員8人

1,020,662m2

（うち借地　559,127m2）

■年度計画予算（物件費・人件費総額）

13,289,266千円

国立天文台は、1988年に東京大学附属東京天文台、緯度観測所、名古屋大学空電研究所の一部が統合
されて設立されました。その前身となった各機関にも長い歴史があり、多くの研究成果があります。

伝統と先端と。日本の自然科学の一翼を担い続けた国立天文台。

国立天文台は、総合研究大学院大学の物理科学研究科天文科学専攻の基盤機関として機能し、また東京大学大学院理学系研究科等
における大学院教育への連携協力を行っているほか、諸大学の大学院生を受け入れ、先端研究分野で多様な研究指導を行っています。

 総合研究大学院大学・院生数（5年一貫制博士課程1年～5年） …… 32名
 その他の大学・院生数（博士前期課程1年～博士後期課程3年）…… 32名

■総合研究大学院大学 物理科学研究科 天文科学専攻 ■特別共同利用研究員（受託大学院生）の受け入れ
鹿児島大学大学院生ほか（平成28年度）

大学院教育の連携
東京大学大学院理学系研究科
京都大学大学院理学研究科
鹿児島大学大学院理工学研究科
東邦大学大学院理学研究科
東北大学大学院理学研究科
広島大学大学院理学研究科
神戸大学大学院理学研究科
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科
法政大学大学院理工学研究科
岩手大学大学院工学研究科

●5年一貫の博士課程です。
　入試は8月です。

●講座編成

▲すばる望遠鏡教育実習のようす。

電波天文学系講座

共通基礎天文学系講座

●3年次への編入試験は、8月と1月に行います。

［教育・研究指導分野］

［教育・研究指導分野］

［教育・研究指導分野］

地上天文観測／光・赤外線望遠鏡システム／惑星／太陽・
恒星・星間物質／銀河・宇宙

地上天文観測／電波望遠鏡システム／太陽・恒星・星間物
質／銀河

大学院生数（平成28年4月1日現在） 

（平成28年4月1日現在）

■職員数

総計539人

光赤外線天文学系講座

精密計測／大気圏外観測／天文情報数値解析／地球・惑
星・太陽／銀河・宇宙

国立天文台の歩み（1888～2015）

1997 「はるか」（宇宙空間超長基線干渉計）観測開始
1999 「すばる」望遠鏡観測開始／重力波望遠鏡（TAMA300）観測開始
2000 三鷹キャンパスの常時公開開始
2001 日米欧でALMA計画に合意
 VERAプロジェクトの水沢・入来・小笠原・石垣島（2002）の4局完成
2004 大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台発足
 ALMAの建設開始
2006 水沢VERAプロジェクトの一環として石垣島天文台完成
 太陽観測衛星「ひので」による観測開始
2007 4次元デジタル宇宙（4D2U）立体ドームシアターの完成
 月探査衛星「かぐや」の打ち上げ
2008 日本の12mアンテナがALMA観測所第1号アンテナに認定
2010  乗鞍コロナ観測所、60年の歴史を刻んで閉所
2013  ALMA本格運用開始
2014  TMT国際天文台発足、初期メンバーとして参加
2015  野辺山太陽電波観測所　閉所
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国立天文台
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構

National Astronomical Observatory of Japan

あの星ぼしのこと、もう、わたしたちは知っている……。

〒181-8588　東京都三鷹市大沢2-21-1
TEL：0422（34）3600（代）


