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Ⅱ 各研究分野の研究成果・活動報告

1. プロジェクト概要

　2009年5月に水沢VERA観測所とVSOP-2推進室が統合され
水沢VLBI観測所となり、2010年度はスペースVLBI観測計画
のうち、地上観測網の整備は国立天文台が責任をもって推進
する体制を整えた。水沢VLBI観測所プロジェクトでは、従来
のVERA計画、光結合VLBI計画、大学連携・東アジアVLBI
観測網の整備計画、重力観測研究計画、石垣島天文台のほか
にスペースVLBI観測計画（VSOP-2計画）を推進することに
なった。以下、プロジェクトの項目別に活動概要を述べる。

（1）VERA
　VERA計画の目標は、世界最高性能の位相補償VLBI観測を
行うことにより、銀河系内天体のアストロメトリ観測を行い、
銀河系全域の空間構造および速度構造を明らかにすることで
あり、これが本プロジェクトの科学目標である。これを達成
するためには、銀河系内全域において20%以下の相対精度で
距離を計測する必要があり、従来に比べて100倍精度の高い
10マイクロ秒角台のアストロメトリ観測を行う。これによっ
て我々の銀河系内の約1000個のメーザー天体について年周視
差と固有運動の計測を行い、銀河系の3次元地図および3次元
ダイナミックスを明らかにする。従来の対称性などを仮定し
た銀河系回転運動曲線を仮定のないものにし、銀河系内の運
動学的質量分布を明らかにし、アーム構造や暗黒物質の分布
を明らかにすることを研究目標とする。さらに観測局位置を
高精度で計測することが必須であり、VLBI、GPS、重力計な
どを用いて総合的に精密計測を行うことによって測地・地球
物理学における研究も展開されることが期待されている。
　観測システムの構成としては、岩手県奥州市水沢VLBI観
測所構内・鹿児島県薩摩川内市鹿児島大学入来牧場構内・東
京都小笠原村父島・沖縄県石垣市名蔵の4ヵ所に口径20 m電
波望遠鏡を設置し、VLBI観測装置として一体で観測を行うも
のである。VERAの最も大きな特徴は、2ビーム観測システ
ムを有し0.3度角から2.2度角離れた2つの天体を同時に観測
し、精度の高い位相補償VLBI観測を実現することにある。ま
た観測データの記録レートは1 Gbpsの磁気テープレコーダに
よって運用するほか、記録速度の高速化を目指してディスク
記録システムの導入を開始する。磁気テープの相関処理は三
鷹VLBI相関局の従来型相関処理装置（FX相関処理装置）で
行うがその老朽化対策として計算機によるソフトウェア相関
処理システムへの移行を進める。日韓や東アジアVLBI観測で
得られたデータは、日韓で共同開発したソウル相関局で行う。

（2）光結合VLBI
　光結合VLBI観測システムは、各局の電波望遠鏡で受信した
信号を高速光ファイバー網によって結合し、リアルタイム・広
帯域での観測システムを実現するものである。情報通信研究
機構鹿嶋34 mアンテナ・国土地理院筑波32 m電波望遠鏡・岐
阜大学11 m電波望遠鏡・国立天文台山口32 m電波望遠鏡、北
海道大学苫小牧11 m電波望遠鏡が光通信網で接続されている。
　データ伝送速度は、苫小牧局より2.4 Gbps 1回線のほか、他
の局では2.4 Gbps 2回線が用意され、2偏波観測などに利用
されている。これにより磁気テープベースでの観測が1 Gbps
に限定されていたのに対し、高感度のVLBI観測網を構築し、
VLBIの観測対象を微弱な天体を含めた新たに観測対象を拡
げるための基礎的な観測を行うことを目的としている。光通
信ネットワークは情報学研究所の学術情報ネットワークを利
用するが、2011年度から従来のSINET3からSINET4に移行す
ることから、その移行に対応して専用線接続から10 GbEによ
る汎用接続に切り替える。

（3）大学連携・東アジアVLBI観測網
　日本国内VLBI観測局として、国立天文台VERA 4局をはじ
めとした北海道大学11 m電波望遠鏡・情報通信研究機構鹿嶋
34 mアンテナ・国土地理院筑波32 m電波望遠鏡・宇宙航空研
究開発機構臼田64 mアンテナ・国立天文台野辺山45 m電波望
遠鏡・岐阜大学11 m電波望遠鏡・国立天文台山口32 m電波望
遠鏡、国立天文台茨城観測局（日立32 mアンテナと高萩32 m）
の12局のVLBI観測局を組織化し、観測周波数8 GHz帯およ
び22 GHz帯において高いマップダイナミックレンジを持つ
高精度高感度のマッピング観測を行うほか、6.7 GHz帯にお
けるメタノールメーザーの観測や22 GHz帯における水メー
ザーの観測を行っている。

（4）日韓・東アジアVLBI観測
　国際的な観測網の整備に関しては、中国（CVN）の上海・
ウルムチ・北京・クンミンの4局および韓国において建設中
のソウル・ウルサン・チェジュの3局を加えて18局、最大基
線長6000 km、最小基線長200 kmの東アジアVLBI観測網によ
る観測準備を進めている。そのために韓国天文研究院と協力
し、大規模相関局の建設を進めている。この相関局はソウル
延世大学の構内に設置され、日韓が共同して開発した機器の
搬入などは終了し、現在、試験観測データの処理や処理結果
の評価作業を進めている。

1.　水沢 VLBI 観測所



II   各研究分野の研究成果・活動報告 069

（5）重力観測研究
　VERAによるmm測地の実現に向け、VLBI・GPS・重力観
測のコロケーションによる次世代精密測地観測の開発・研究
を行う。また超伝導重力計（SG）による観測を国際観測プロ
ジェクトGGPの枠組みで行い、得られたデータを国内・国外
の研究者に提供するとともに、地球回転・潮汐の研究、地球
の固体圏と流体圏のカップリングダイナミックス、また、重
力場と変位場の変動の関係について研究を行う。さらに、こ
れらと密接に関連する地球環境変動との関係についても研究
し、社会に貢献することを目標にし、そのために必要な絶対
重力計の開発とそれによるSGの較正などの開発もあわせて
行う。

（6）石垣島天文台
　石垣島前勢岳山頂に設置された口径105 cmの光学赤外望
遠鏡により、太陽系内天体および突発天体などの観測・研究
を行う。さらに社会教育望遠鏡としても活用していく。また、
2011年度から始まった光赤外天文学大学間連携観測網に加わ
り、教育研究用にも参画する。

2. プロジェクト進捗状況

（1）VERA

1）研究全般
　2010年度も2008年に作成したプロジェクト天体リストに基
づいて位置天文観測を遂行した。2008年より年間40天体程度
のペースでモニター観測が進められており、2010年度までに
累積で100天体を超える天体についてモニター観測が行われ
ている。これらのデータについて2010年度も解析を精力的に
進め、PASJにおける2回目のVERA特集号を中心として、多
数の論文として成果が出版された。PASJの特集号には年周
視差計測結果を中心に10編の論文が掲載されており、さらに
特集号以外にも4編の論文が掲載された。以下に主な結果に
ついて簡単に紹介する。近傍星形成領域L1448C（Hirota et al. 
2011）では、ペルセウス座分子雲に属する星形成領域のメー
ザーの距離について、232 +/− 18 pcと得られている。この分
子雲の別の領域にあるNGC 1333についてもVERAによって
距離が測定されており（Hirota et al. 2007）、両者の距離は一致
した。一方、分子雲は天球面上で東西方向に延びており、東
側の領域にある IC 348についてヒッパルコス衛星による視差
測定結果があり、その値は318 +/− 27 pcと大きめになってい
る。VERAで観測したL1448CやNGC 1333などがこの分子雲
の西端にあることを考えると、この距離の差はペルセウス分
子雲の奥行が見えはじめてきた可能性を示唆しており、VLBI
による位置天文計測に基づいて近傍分子雲の立体的な構造を
議論することが可能な時代がいよいよ到来したと考えられる。
　L1448C以外にも、IRAS05137+3919については、その距離
が11.6 kpc（+5.3–2.8 kpc）と求められ、誤差レベルは3σながら

もこれまでで最も遠い天体の距離測定となっている。さらに
特筆すべきことは、この天体が銀河系中心距離にして17 kpc
以上あることが確実となったことであり、outer armの外側に
も星形成領域が確かに分布することをアストロメトリによっ
て直接確認した初めての例であるといえる。
　また、G48.61+0.02（Nagayama et al. 2011）では、超新星残骸
W51Cに付随する同天体の距離を5.03 +/− 0.19 kpcと求め、天
球面上で隣接する領域にあるW51Mと同じ距離にあることが
判明した。G48.61とW51Mは視線速度が大きく異なるために、
これまで使用されてきた運動学的距離は大きく異なっていた。
しかし、今回の位置天文観測により両者ともに同じ距離にあ
り、ともに超新星残骸W51Cに付随していることが示唆された。
　このほかにも、ペルセウス腕に付随するWB755の距離と
運動測定（Niinuma et al. 2011）や有名星形成領域であるON1, 
ON2（Nagayama et al.2011; Ando et al. 2011）、晩期型星SY Scl
や前惑星状星雲であるK3-35などについても天体距離と固有
運動の計測に成功し、その結果が報告された。

2）地球物理・測地研究
　測地VLBI観測としては、世界で最も高い周波数である
22 GHzにおいて測地観測を定常化し、最も高い精度を達成し
ている。この観測は2010年度も引き続き実施しており、特に
国土地理院つくば局との22 GHz帯測地観測では、1 Gbps での
記録機のないつくば局の観測データを、学術情報ネットワー
ク（SINET3）を利用して三鷹相関局に伝送し、三鷹局で1 Gbps
記録を実施するなどまったく新しい観測手法を確立すること
に成功している。
　水沢局の地震によるステップ状の位置変動を補正し移動速
度を求めたところ、地震の発生前後で移動速度に変化らしき
ものを見出した。また、入来局、石垣局は速度一定の位置変動
をしていることが明らかにされた。小笠原局においては、移
動速度や移動の方向に大きな変化がみられることがわかった
が、まだ原因は特定されていない。GPSにより茨城局（高萩
および日立）の所期位置を決定した。
　2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、水
沢局の位置は大きく変動した。これはVERAの観測開始以来
の累積変位を大きく上回るものであり、その後も余効的な変
動が続いている。茨城局も大きく移動し、入来局の座標も変
動している。VERA局の座標はGPSによりほぼ連続して得ら
れているが、VLBIを用いた安定した座標系の再構築にはしば
らく時間がかかる。茨城局座標の再決定が必要となっている。
　国際観測では IVSの国際地上局位置監視プログラム
（IVS-T2）に参加し、定期的に観測を継続した。
　江刺地球潮汐観測施設から水沢VLBI観測所構内に移設し
た超伝導重力計による重力観測が2008年12月より継続的に実
施され、安定した計測を継続している。東京大学地震研究所
および京都大学理学部との共同研究で、重力変動と雨水や地
下水の変動の関連が明らかになり、所期の精度で補正できる
見込みがついた。
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3）運用実績
　VERA 4局の観測運用は水沢にある網運用センターからリ
モート制御で行われており、2010年度は448回、3987時間の
VLBI観測を行った。行われた観測は、VERA共同利用観測、
距離を求めるための年周視差測定を行うVERAプロジェクト
観測、メーザー天体および参照源候補の連続は天体のフリン
ジ検出試験観測、測地観測、大学連携VLBI観測、そして他の
アレイとの試験観測などである。これらVLBI観測の観測数・
時間は以下のとおりである。
　VERA共同利用観測：44観測　394時間、
　VERAプロジェクト・試験観測など：361観測　2827時間、
　VERA測地観測：23観測　566時間、
　大学連携VLBI観測：20観測　200時間。
これらのVLBI観測データは三鷹VLBI相関局で相関処理が行
われ、共同利用観測や大学連携VLBI観測については各観測
者へ、プロジェクト観測や測地観測については各解析担当者
へ相関データが送られている。

4）保守
　VERAの保守は、本年度再編した保守グループが主に各
メーカーによる年1回の系統的な性能の確認・予防保守を担
いつつ、各観測局が主体的に行う日常的な保守（アンテナの
グリスアップ、塗装、故障対応）を支援する形で実行してい
る。小笠原局や石垣島局では錆の進行が激しく、体制を整えて
塗装やアンテナ機械系保守を実施している。また、アンテナ
フィドーム膜の張り合わせ部分の剥離進行へ対応すべく、水
沢地元の企業と協力してインハウスで開発を進めていた1枚
型フィドーム膜は、屋外暴露試験を経て実機搭載膜の製作を
行った。アンテナレールの台車走行面凹み対策を目的として
年次計画により各局順次行っているレール側面切削は、本年
度小笠原局で実施した。
　本年度はさらに、時を同じくして各局でアンテナ上部機器
室の視野回転機構部内受信機冷却系ヘリウム管に、10年近い
観測運用による屈曲でガス漏れが発生、緊急対応として水沢
局、小笠原局、入来局でヘリウム管および損傷が見られた同
軸ケーブル類の入れ替えを実施した。次年度石垣島局を施工
予定である。
　2011年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震では、水沢局
アンテナのカウンターウェイトが長周期地震動に共振して仰
角駆動ギア周辺が激しくぶつかり合う影響があり、製作メー
カーによる調査結果を反映した修復作業および完全整備を実
施予定である。また、水素メーザ原子時計も長時間停電の影
響があり、量子系オーバーホールを含めた復旧を施す予定で
ある。
　今後は、さらなる保守の効率化と保守部品購入の効率的な
運用を目指すとともに、VERA10周年を迎え観測システム全
体の大規模補修の実施が最重要課題である。

5）技術開発

　ソフトウェア相関器の開発では、FX相関器互換モードに
おいて性能評価を実施し、それにともなう関連ソフトウェア
の修正もほぼ終了した。また拡張モードとして偏波処理対応、
異帯域混合相関対応、ディスク対応、GUIの改修などを行い、
動作を確認した。詳細な評価試験を今後実施予定である。
　VERA全局の記録系の広帯域化においては、各局に
OCTAVIA、ODTADISKを既存系と並行導入し、DF前の2 Gbps
×2 chの広帯域記録も可能となった。また各局には10 GbE
ポートを持つPCも導入しており観測データの簡易な評価も
行い、効率的な広帯域観測への準備も整えている。
　一方相関局でも磁気テープDIR2000のトラブル対応、代
替を目的とした再構築を実施した。この中でOCTADISK/
OCTAVIAを用いたFX相関器での相関処理にも成功し、相関
処理結果がテープによるものと完全に一致していることを確
認した。現在長時間での性能試験を実施している。
　また水沢局のフロントエンド部を両偏波観測へ改修した。
両偏波受信試験の結果十分な性能を持つことがわかった。ま
た本ダウンコンバータはインハウスによる製作であり、比較的
低コストで両偏波観測へ対応できることを示すことができた。
　また後述する広帯域相関処理装置である東アジアVLBI相
関局（KJJVC）の開発を韓国と共同で進めているが、今年度は
KVNとの試験観測を実施し、KVNデータのFX相関器での相
関処理の対応を行った。またKJJVCで用いられるデータバッ
ファ装置はOCTAVIA / OCTADISKのベースとなっている機器
であり、VERA局や相関局での開発において判明した知見を
もとにファームウェア・ソフトウェアの修正やディスクの選
定等を行っており開発部門で行った大部分の活動がKJJVCの
開発にも大きく貢献できたと考えている。
　

（2）光結合VLBI
　情報通信研究機構鹿嶋34 mアンテナ・国土地理院筑波32 m
電波望遠鏡・岐阜大学11 m電波望遠鏡・国立天文台山口32 m
電波望遠鏡を中心として研究運用を進めている。また、北海
道大学苫小牧11 m電波望遠鏡についても、低速ネットワーク
を複数結合して高速化する技術を実用化した。茨城局の観測
データを三鷹に伝送する経路として、茨城局（日立市と高萩
市）の観測データを国道6号線、51号線沿いの国土交通省ファ
イバを利用して鹿島局に伝送する計画であったが、2011年3
月の震災によりデータ伝送試験は中断している。
　観測面では、光結合VLBI観測の速報性・高感度特性を利
用した変動天体の観測や電波源サーベイ観測などを行った。
　学術情報ネットワークの新規格（SINET4）に対応する作業
を、北海道苫小牧回線、岐阜大学回線、山口回線などで個別
に実施したが、年度内に移行作業は終了できなかった。

（3）大学連携VLBI観測
　2010年度は大学連携VLBI観測事業を継続して実施した、各
大学に予算を移算することにより、円滑に各大学の望遠鏡に
ついて保守や研究員の雇用が可能になっている。また、2007
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年度からは受信機開発において、大阪府立大が参加している。
さらに2008年度からは、茨城大学が参加し、KDDI茨城通信
所の32 mアンテナ2基の国立天文台への移譲にともない、観
測運用を茨城大学が行う体制を確立している。2009年度には
6.7 GHz帯の受信機を搭載し、メタノールメーザー天体の観
測に成功している。2010年度には日立32 mアンテナを用いた
VLBI観測にも成功したが、2011年3月の東日本大震災後は運
用を休止している。
　メタノールメーザーの観測では、年周視差や固有運動の計
測に成功し、我々の銀河のバー構造に関する知見を得た。こ
の結果は博士論文としてまとめられている。

（4）日韓・東アジアVLBI観測
　韓国KVNの整備に協力する一方で、具体的には日韓で共同
開発を進めている次世代の大型VLBI相関処理装置の開発を
順調に進め、2010年5月にはソウル延世大学構内でその完成
式を行った。韓国KVNと日本VERAとが連携した結合アレイ
による試験観測が進められ、そのデータ処理にも成功してい
る。結合アレイの運営に関して定期的な連絡会を開催（2週間
に1回）するほか、ソウルの日韓共同開発相関局の運営に関
し、日韓所長会議を3ヵ月に1回程度の頻度で開催している。
　東アジアVLBI観測網については、東アジアVLBIコンソー
シアムにおいて、今後の観測計画についての具体的な検討
が進められており、2011年4月に中国雲南省にて日中韓およ
び欧州や豪州の研究者も一部参加して東アジアVLBIワーク
ショップを開催し、各種の観測提案ほか科学的な議論を重ねた。

（5）石垣島天文台
　共同研究（岡山観測所の柳沢氏他）で導入された3色同時撮
像カメラ（MITSuME）により、10月にハートレー彗星 [103P/
Hartley]を、11月に新彗星「池谷・村上（Ikeya-Murakami）彗
星」を、12月には小惑星シャイラ（小惑星番号：596、Scheila）
のアウトバーストの撮影に成功するなど、突発天体の観測に
活躍した。また、ガンマ線バーストの残光観測などで威力を
発揮しているが、9月には宇宙ステーション搭載のX線望遠
鏡MAXIが発見したGRB100925A = MAXI J1659-152を地上の
可視光で約1ヵ月観測し、増光から減光までの貴重な光度曲
線が得られた（日本天文学会2011年春季年会、J19a、ブラッ
クホール候補天体MAXI J1659?152 の可視光観測：河合他）。
　琉球大学との連携授業は2年目を迎え、大学での座学、石垣
島での授業も競争率2倍以上と人気の授業になっている。地元
高校生を対象にした研究体験「美ら星研究体験隊」には、今
年も12名の参加があり、新しい電波星を発見する成果があっ
た。また、小中学校の天体観測や高校生の職場実習なども行
われた。
　天体観望会は、10月の大雨で林道の通行が制約を受けてい
るが、今年度も来訪者は7642名と引き続き大変好評である。

（6）かぐや（RISE）観測

　衛星の正確な軌道決定から求めることができる ,月重力場
の低次項 J2、C22と潮汐ラブ数k2から、月深部構造、特にコ
アのサイズ、密度、物理状態や組成に対する制約条件を得る
ことができる。かぐや（SELENE）では、2つの小衛星に対し
て従来のドップラ観測と測距を補完する目的で相対VLBI観
測が行われ、軌道精度が大幅に向上した。リレー衛星の軌道
精度が向上したことで、4-wayドップラ観測を通した月裏側の
重力場モデルの精度の向上が実証された。今年度も引き続き
重力場の解析は行っている。しかし、観測データ量の不足や
非保存力モデルの不確定性が原因となり、月のコアパラメー
タの十分な制約条件は得られていない。
　現在は、低次重力場係数とk2の精度改善を目的とした新た
な月重力場計測を、次期月探査計画SELENE-2へ提案してい
る。月周回衛星１機と月面に設置されるサバイバルモジュー
ル1機にVLBI用電波源を搭載し、同一ビームVLBI観測を用
いて重力場を計測する。かぐやでは2機の小型衛星の軌道を
同時に解いていたのに対して、SELENE-2では、電波源の一
方が月面に固定されており、これを基準としてもう一方の電
波源を搭載した周回衛星の軌道を決定するという手法をとる。
そして電波源間の離角が常時同一ビームまたは2ビームの条
件を満たすように、周回衛星の軌道を選定することにより高
精度で大量のVLBI観測データを取得し、低次重力場係数と
k2の精度を効率的に向上させる。これに対応して、VERAの
観測地上系を衛星観測のX帯においても2ビームを行うよう
に改良する検討を開始している。

3. 共同利用・共同研究

（1）共同利用
　2010年度共同利用では22 GHz帯と43 GHz帯で公募を行い、
10件447時間の観測提案がよせられた。海外からの提案は2
観測134時間であった。これらの提案はレフェリーによる審
査をもとにVLBIプログラム小委員会で審議され、8件348時
間が採択された。2011年1月より観測が実施されている。
　

（2）大学連携
　大学連携観測にともない、北海道大学・筑波大学・岐阜大
学・山口大学・鹿児島大学・茨城大学・大阪府立大学・国地
理院・情報通信研究機構と共同研究協定を結んで、共同研究
を進めている。さらに宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所
とも密接な研究協力関係にある。
　2009年度から茨城大学と共同で運用を開始した茨城局32 m
アンテナ2基の電波望遠鏡も8月、11月にそれぞれ6.7 GHzメ
タノールメーザー、8 GHz連続波でのVLBI観測に成功する等
順調に立ち上げが進められていたが、2011年3月の東日本大
震災の被害を受けたため本格的運用に向けた立ち上げ作業が
遅れてしまった。

（3）日韓共同研究
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2.　野辺山宇宙電波観測所

1. 45m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第29期共同利用観測は、2010年1月6日から開始された。プ
ロポーザルが英語化されたが、応募件数に影響はなく、採択
件数は、一般前期は国外5件を含む19件（応募33件）、一般
後期は国外3件を含む14件（応募30件）、ショートプログラ
ムは国外1件を含む8件（応募11件）、教育支援枠は1件（応
募3件）であった。悪天候で本来の観測ができない場合に実
行されるバックアッププログラムは3件（応募3件）が採択さ

れた。そのほかに、VERA共同利用が3件行われた。
　今期から、新分光計SAM45を含む新観測システムを部分
的に共同利用に公開した。SAM45は最大帯域幅2 GHz（4096
チャンネル）で16台からなるが、今期はリスクシェアという
形で8台だけ公開した。広帯域2SB受信機T100との組み合わ
せで大きな成果を挙げている。

（2）装置改修・開発
　主鏡面パネルの劣化が進んできたため、傷んだパネルの修
理を行った。パネルの傷み具合によって2種類の修理方法を

　国立天文台と韓国天文研究院による東アジアVLBI相関局
の共同開発が進められており、局あたり8 Gbps、16局の相関器
を開発している。2009年度にすべての装置の設置と最終調整
を終了し、2010年度は運用フェースに移行するために実際の
観測データを使用した相関処理試験が行われた。また相関器
から出力される相関データを解析ソフトが使用できるフォー
マットで計算機に格納するためのソフトウエアや相関データ
のクイックルックソフトウェアの開発が行われた。

4. 広報普及活動

（1）施設公開
　7月3日　鹿児島市錦港湾公園6m電波望遠鏡周辺で第18回
七夕まつりが開催された。約50人の参加者があった。
　8月21日　いわて銀河フェスタ2010（水沢地区特別公開）
が開催され、約2300人の見学者が参加した。
　8月7日　八重山高原星物語2010（VERA入来局特別公開）
の開催が予定されていたが、口蹄疫のため中止となった。
　8月14日～ 21日　南の島の星まつり2010が開催され、ラ
イトダウン星空観望会に4000人が集まったのをはじめ、石垣
島天文台の天体観望会は900人を超え、VERA観測局も450人
と、開局式をのぞくと最高の人出になった。星まつり全体で
は6000人を超え大成功だった。
　11月21日　VERA小笠原局特別公開～スターアイランド
2010～が開催され、約320人の見学者が参加した。また、前
日夜に開催された宇宙講演会は講演会場がほぼ満員となる45
人の来場者があった。

（2）高校生体験研究およびスーパーサイエンスハイスクール
（SSH）
　8月11日～ 13日沖縄県の高校生を対象にした美ら星研究探
検隊をVERA石垣島局で開催した。参加した12名が電波望遠
鏡による電波星観測を実施、新しく電波星（水メーザー源）
を1つ発見した。2011年1月4日から6日まで、岩手県の高校

生を対象にした第4回Z星研究調査隊を開催した。本年度は
応募した高等学校ごとに班編成を行い、国立天文台のチュー
ターが高校に数回出向いて事前講義を行う方式で実施、新し
く電波星（水メーザー源）を1つ発見した。

（3）その他
　奥州市内小学校校外学習や盛岡市内高校野外研修に協力した。

5. 保時室業務

　政令による国立天文台の責務である「中央標準時の決定及
び現示並びに時計の検定に関する事務」を遂行するために、中
央標準時の維持を行うとともに、協定世界時維持に寄与して
いる。2011年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震では、32
時間に及ぶ停電の間、小型発電機による給電で水素メーザ原
子時計の時計面を維持し、長時間停電で停止したセシウム原
子時計群を再同期することにより、中央標準時の連続性を確
保した。

6. 教育実績

　大学院教育については、東京大学4名、総研大42名の学生の
教育を行っている。関連する大学としては、北海道大学、筑
波大学、山口大学、鹿児島大学6研究・教育が関連するプロ
ジェクトで行われている。

7. VLBI運用小委員会

　電波専門委員会の下部委員会で、VERAを初めとした国内
VLBI観測網の運用および方針を検討する委員会としてVLBI
運用小委員会を組織している。年間3回開催し、VERAの基本
方針および日本におけるVLBI研究全体の方針と次期スペー
スVLBI計画に関する評価の議論を行い、電波専門委員会に
報告している。
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用いた。傷みの範囲が広いパネル11枚については、アンテナ
から下ろし、全面のドータイトの塗り直し、再塗装を行った。
傷みが周辺部分で比較的軽微なものについては、アンテナに
乗せたまま、補修塗装を行った。
　昨年度に引き続き、新観測システムの開発を進めた。今年
度は以下のような進捗があった。
・新 IF変換機2台を完成させ、合計4台（16IF）がそろった。
・4 GHzサンプリング3ビットの超高速AD変換器（PANDA）

3台を完成させ、合計8台（16IF）がそろった。
これにより、SAM45の全台数（16台）を使用するために必要
な新 IF変換機とPANDAがそろい、試験観測を開始した。

（3）研究成果
　45m鏡レガシープロジェクトとして、(a)分子スペクトル線
サーベイプロジェクト、(b)星形成プロジェクト、（c）遠方銀
河プロジェクトを推進した。
　分子スペクトル線サーベイは、4年目の観測を行っている。
興味深い天体を銀河系内（L1527, L1157, G28.34+0.06）、およ
び銀河系外（NGC 1068, NGC 253, IC 342）から選んでいる。
L1527は、おうし座にある星形成を伴う暗黒星雲であり、炭素
鎖からなる分子が豊富である。周波数領域を広げる観測を継
続している。L1157（B1）は、星形成にともなう分子流が周囲
の分子雲に衝突し、衝撃波が生じている領域である。80–110 
GHzの周波数領域のサーベイがほぼ終了する予定である。リ
ンを含む分子としてPNを検出した。G28.34+0.06は赤外暗黒
星雲であり、高密度かつ大質量の分子雲が存在する。そのう
ちの1つの領域にて、高感度のサーベイを開始した。系外銀
河は、上記の3銀河で85–115 GHz領域のサーベイの完結を目
標に、観測を継続している。
　星形成レガシープロジェクトでは、近傍星形成領域に対し
て、以下4点の観測を行った。
1. 星無しコアの進化を解明することを目的に、AzTEC/ASTE
で検出されたρOphの星無しコア40天体に対する輝線観測。

2. 無バイアスで円盤の典型的分子構成を明らかにし、また円
盤のみを的確に拾える分子輝線を探すことを目的に、原始
惑星系円盤に対するミリ波輝線探査。

3. 分子流と周辺ガスとの相互作用の物理的影響を調べるた
め、ρOphの相互作用候補領域に対して、マッピング観測。

4. 分子流と周辺ガスとの相互作用の化学的理解を目的に、
OMC-2の相互作用領域に対するミリ波輝線探査。

また、2010年度までに、星形成レガシープロジェクトでは、
Yoshida et al.（2010, ApJ）、Nakamura et al.（2010, ApJ）、Shimajiri 
et al.（2011, PASJ）の3本の投稿論文が受理された。
　サブミリ波銀河は宇宙初期の銀河形成に関して重要な天体
であるが、これらの天体は多量のダストを持つために、可視光
や赤外線で観測すると非常に暗く、精確な赤方偏移の決定は
非常に難しいものであった。遠方銀河プロジェクトでは、現
在、45 m鏡に新たに搭載された、SAM45分光計と2ビーム受
信機を用いて、サブミリ波銀河のCO輝線観測を進めており、

これにより天体の赤方偏移を直接決定できるような観測が可
能となった。今年度はCloverleafのCO(3–2)輝線を検出し、そ
の他、SDSS 160705+533558のCO(4–3)輝線の検出にも世界で
初めて成功した。今後、受信器の安定度を向上させ、大規模
サーベイを実施する予定である。

2. ミリ波干渉計

　毎年、全国から10名弱の学部生・大学院生の参加を得て実
行して来たNMAの観測体験実習（+科学観測）も、2010年度
がついに最後となった。この最後の年には、鹿児島大の学部
生1名、愛媛大の修士学生1名、名古屋大の修士学生1名、東
大の修士学生3名、学部生3名が体験実習に参加した（東大の
学部生の実習は、東大の河野さん主導で5月の連休中に実施
された）。これらの学生には、観測だけでなく、できるだけ
受信機の立ち上げ、システムの試験、キャリブレーション観
測なども分担してもらった。長い人では、延べ2～ 3ヵ月に
わたって野辺山に滞在し、ミリ波干渉計による観測を体験し
た。鹿児島大学の学部生等と野辺山との共同で行った棒状銀
河M83のCO(1–0)モザイク観測（46視野）では、45 m鏡で取
られたCO(1–0)全面mappingのデータもあったことから、棒
状部と渦状部を含む中心部領域のすばらしい結合マップを得
ることに成功している。今後は、大阪府立大学、名古屋大学
の惑星観測グループが、6台のうちの1台を単一鏡として用い
て、ミリ波帯での惑星大気のモニター観測を行っていく予定
である。

3. ASTE

（1）科学運用、観測研究

1）科学運用の推進
　台長等の了承も得て、新345 GHzシステムでのASTE共同
利用を再開した（今回は、英文で公募分を用意し、国外の研
究機関からの応募も可とした）。前年は共同利用が実施できな
かったこともあり、10件を採択し観測を実施した。発電機が
停止するというトラブルもあったが、好天のもと、非常に質
の良いデータの取得ができた。チリ時間の観測も再開した。
昨年度には、諸処のトラブル等で科学運用ができなかったた
め、今年度の科学運用はチリの天文組織からも非常に大きな
期待が寄せられる中で実施することとなった。昨年度の事情
も考慮し特段の配慮から、科学運用時間のおよそ25%弱をチ
リ時間として運用した（全10件のプログラムを実施）。さら
には、ASTEの運用グループを中心に観測提案を募り、審査
を経て全6件のKey Science Programsを実施した。
　一方、ALMA Band-8 QM（評価モデル）492 GHz受信機の
提供を受け、その搭載試験・試験的科学運用も実施した。9
月より受信機搭載を開始し、10月には評価試験を行った。ま
た、ASTEの運用グループやALMA内で試験観測の提案を募
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り、審査の結果9件の試験観測プログラムを11月中に実施し
た。CommissioningではOrion分子雲の広域に渡る15秒角分解
能での[CI]imageを世界で初めて取得することに成功している。

2）観測的研究の推進
　2007年度から2008年にかけて行われた1.1 mm AzTECカメ
ラによる本格的連続波観測は大成功をおさめ、2010年現在ま
でに、1400天体を超えるサブミリ波銀河（SMG）を見いだし
ている。昨年は、Natureにも成果を出版。「パリティ」の、昨
年の物理科学の重要成果の1つにも選出された。また、AKARI
との共同観測領域では、およそ200個のSMGを発見、99%が
赤方偏移 z > 1以上の遠方天体である等の重要な発見をし、記
者会見等も行った（日経サイエンス11月号に紹介記事が掲載
された）。また、深く塵に埋もれた形成・成長中の巨大ブラッ
クホール（原始QSO）の存在が示された。また、星形成領域
等の1.1 mmサーベイでも多くの成果が得られており、成果の
webリリース等も行った。これらの成果は世界的にも非常に
注目されており、国際会議等で、日本のグループ、UMassの共
同研究者等が、多数招待講演などを行っている。また、見い
だしたサブミリ波銀河や特異な星形成領域の天体について、
SMA/CARMA/VLA/SUBARUなどによるFollow-Up観測を進
めているが、これらの成果はALMA初期運用（Cycle-0等）の
観測計画立案においても非常に重要な役割を果たしている。

3）国際研究集会の開催
　2011年1月21–23日において、昨年度に続き、米国、メキシコ
からまた日本の大学から共同研究者等を招き、NRO Workshop 
"AzTEC on ASTE Surveys toward star forming regions, LMC, and 
galaxies"を開催した。2年間のAzTECの科学運用で得られた
成果のサマリー、今後の論文出版計画、さらに将来の協力に
ついて活発な議論を行った。

（2）装置、開発、試験関係

1）次世代の連続波観測にむけて
　ASTEでの連続波による観測を大きく飛躍させるために、
ASTE搭載用の独自の多色連続波カメラ（1.1/0.85 mm & 0.45 
mm; 300 pix）を継続した。TESアレイについては、UC Berkeley
（A. Leeグループ）との共同開発を進めるとともに、読み出し
回路等の開発では、UCBやKEK、RIKEN、ISAS/JAXA、東
大と、光学系冷却システムの設計・評価では、北大等と共同
して推進を図っている。この間、新カメラの全体設計がほぼ
終了し、冷却系の製作を行うとともに、NRO実験室において
0.25 Kまでの冷却試験や、TESの読み出し試験等にも成功し
た。2011年の7–8月にチリにおいて搭載試験の予定となって
いる。

2）ASTE分光観測用受信機、分光計等の整備
　今後の分光観測のより一層の効率化を図るために、345 

GHz受信機の2偏波化と、そしてさらにBand-8受信機との
「一体化」（同一Dewarへ2受信機を組み込む計画）を進めて
きた。これにより、観測条件に合わせて、345 GHz帯と、よ
り好条件を必要とする490 GHz帯の観測の切り替えが可能に
なる。今後も、日本が製作を行っているBand-8でのサイエン
スを、ASTEで開拓していく予定である。また、広帯域分光
計のA/D多ビット化も進めてきた。一方、東大・山本研では、
ASTE用のTHz受信機の開発が進んでおり、2011年の9–10月
に搭載試験を行う予定となっている。

4. その他

（1）野辺山地区の広報活動
　当観測所では1983年以来キャンパスの常時公開を実施して
いるが、今年度はのべ55,657人の見学者があった。また、職
員による施設見学案内は28件、講演依頼が6件、撮影・取材
依頼が合計13件あった。さらに、今年度は職場体験学習とし
て、8月17日に長坂中学校の生徒1名、10月19–20日に臼田中
学校の生徒3名を受け入れ、職員の指導のもと観測所の業務
を体験してもらった。今年度も45 m電波望遠鏡を用いた「電
波天文観測実習」を8月2–6日に実施し、8名の学部学生が参
加した。観測からまとめまで指導する負担は少なくないが、
学部生が電波望遠鏡による観測を体験する貴重な機会となっ
ている。
　常時公開施設においては、展示室のポスターや照明器具の
改修を行い、より見やすく、よりわかりやすい展示に更新さ
れた。その他、展示室では、観測所の施設や研究成果をまと
めた紹介ビデオを常時放映している。また、本年度は野辺山
ウェブサイトを大幅に改修し、観測所で運用中の観測機器の
特徴や、天文学の面白さが子どもにも伝わるように画像中心
のサイトを構築した。当観測所では、観測所施設を使った科
学成果の発信を積極的に行っており、とくにウェブなどのメ
ディアを通した広報活動に力を入れている。その効果もあ
り、本年度は多数の新聞や雑誌に野辺山の観測成果が掲載さ
れた。

（2）NRO研究会ワークショップ
・2010年7月21日–22日
　第28回NROユーザーズミーティング（代表：久野成夫）
・2010年8月2日–5日
　第40回天文・天体物理若手夏の学校（代表：石川遼子）
・2010年9月9日
ALMA初期科学運用に向けて（近傍銀河関係）（代表：久野
成夫）

・2010年9月13日–15日
　星間物質ワークショップ2010（代表：相川祐理）
・2011年1月21日–23日
　野辺山45 m鏡z-machine・ASTE三色カメラによるサブミリ
銀河の研究（代表：伊王野大介）
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1. 電波ヘリオグラフ、強度偏波計による太陽観測

　電波ヘリオグラフは、1992年6月末より19年近く運用して
おり、現在も安定して高画質の画像データを提供している。経
年変化によると思われる新たな故障も、技術職員の努力で原
因を特定し、製造中止となっている部品を調査して購入する
などして安定運用ができている。電気設備点検のための計画
停電や雷などによる停電後の復電時に発生する異常も、今ま
での経験から回避するための方法がほぼ確立してきている。
今年度の夏期間の雷活動はおだやかで、ほとんど被害は受け
なかった。
　強度偏波計群は最長のもので1951年11月から59年連続観
測をしており、5太陽活動周期を超えている。黒点と同じよ
うに太陽活動指数として利用されたり、太陽フレアにおける
粒子加速の研究に利用されたりしている。電波障害や機器の
劣化などの問題をかかえてはいるが、毎日の電波強度の測定
はほぼ安定して実施できている。しかし、80 GHzの受信機は
年度途中より障害のために観測できない状況が続いている。
　これらの観測装置群の運用は自動化されており、当番を割
り当てて装置やデータをチェックして故障の早期発見や予兆
の検出を行っている。しかし、5月から技術職員が1名という
非常事態のためにさまざまなところに支障が出ている。観測
当番は全員であたったり、チェック項目を制限したりするな
どして仕事量を減らしたり分散させたりして対応しているが
十分ではなく、たとえば80 GHz受信機の修理には対応できて
いない。

2. 太陽活動の長期変動観測

　強度偏波計群は60年近く、電波ヘリオグラフは20年近く観
測を継続している。しかも装置が安定に運用されており、天候
にもあまり影響を受けないので欠測が少なく、高品質のデー
タを世界中のユーザーに提供できている。それぞれ確固とし
た較正方法が確立しているために、これだけ長期間のデータ
を比較することができる。太陽の活動現象のような（決定論
的）カオス現象の観測的研究には不可欠の要件である。現在
太陽活動は第24周期を迎えているが、第23と24の間の極小
期は非常に長く、人類が太陽観測態勢を整えてからはじめて
の経験であった。2009年当初より黒点が出現するようになり、

強度偏波計群による電波強度も上昇を始めて第24周期が始
まった。しかし、今までの周期と較べて活動領域の規模が小
さく、寿命も短い。さらに、20年分の電波ヘリオグラフデー
タを用いた電波蝶形図からみると、極小期の極域の活動（極
域増光）が非常に弱く、さらに北極では2010年に既に太陽極
大期にみられる極域増光の減少が進行しつつある。南極と北
極の活動の非対称性、極域と低緯度（黒点等）の活動の同期
の乱れなど、今サイクルの太陽活動は今までとはまったく異
なった振る舞いを示している。これらが、惑星間空間および
地球へどのような影響を与えるのかも注視する必要がある。
これらの観測には、長期間安定に観測を継続している電波ヘ
リオグラフおよび強度偏波計群こそが必要とされている。

3. コンソーシアムを中心とした共同研究・利用

　大学の研究者および所内の研究者を中心とした電波ヘリオ
グラフ科学運用コンソーシアム（以下コンソーシアム）が発
足し、共同研究・利用を進めることになった。また、この
組織は国立天文台の太陽天体プラズマ専門委員会に所属す
る小委員会として位置づけられ、その活動は専門委員会に報
告されている。委員長は名古屋大学STE研の増田智さんで
ある。さらに専用のホームページを開設（http://solar.nro.nao.
ac.jp/HeliCon_wiki/）し、メンバーが各自活動を報告するよう
になっている。さらに毎月定例会を開催している。
　共同利用の最も重要なものが毎年行っているデータ解析
ワークショップ（CDAW）である。今年度は10月25日～ 29
日に開催し18名が参加した。うち10名が学生で、初心者講習
も行った。研究テーマ毎に4つのグループに分かれ、データ
解析を行った。この成果は学会や他の研究会で発表されると
ともに、論文としての出版の準備が行われている。
　さらに今年度より、他の太陽地上観測所と合同のユーザー
ズミーティングを開催（「太陽の多角的観測と宇宙天気研究の
新展開2011」1月11日～ 13日、京都大学）し、事業報告を行
うとともにCDAW10の成果が発表された。
　外国からは、中国紫金山天文台のHuang Guangli氏が7月22
日から8月19日まで、米国カリフォルニア大バークレー校の
Bain Hazel氏が1月31日から2月12日まで、英国ウォーリック
大学のNakariakov Valery氏が2月28日から3月11日まで滞在
して、野辺山電波ヘリオグラフのデータを用いた共同研究を

3.　野辺山太陽電波観測所

・2011年3月22日 -23日
　ALMA時代の星惑星系形成研究（代表：川辺良平）

（3）非常勤研究員の異動等
・研究員

田村陽一：東京大学理学部天文学教育センター助教
廿日出文洋：京都大学理学部宇宙物理学教室学振特別研究員

（4）科学研究費以外の外部資金獲得
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム：6,343,220円



076 II   各研究分野の研究成果・活動報告

4.　太陽観測所

　太陽観測所は、三鷹キャンパス西側の太陽観測施設と太陽
活動世界資料室からなっており、太陽の外層大気（光球、彩
層、コロナ、太陽風）の構造と活動現象（黒点、白斑、プロ
ミネンス、フレア）について、観測･理論の両面から研究を
行っている。三鷹の太陽フレア望遠鏡などの観測装置で定常
的な観測を行うと同時に、新たな観測装置の開発、皆既日食
遠征観測も行っている。黒点、フレア、コロナ等の定常観測
を長期間にわたり継続しており、研究者へのデータの提供お
よび諸外国の関係研究機関と協力してのデータの交換・出版
を行っている。なお、長年にわたり運用を続けてきた乗鞍コ
ロナ観測所はコロナ観測を停止し、施設自体も自然科学研究
機構に移管した。

1. 三鷹地区の観測施設

（1）磁場観測
　主力観測装置の太陽フレア望遠鏡は完成以来活動領域光球
ベクトル磁場、Hαフレアの観測を続けていたが、2010年度
にはこれらにかわり、赤外ストークス・ポーラリメータ（科
研費・基盤A［代表：桜井、2005－2008年度］により製作）
による定常観測を開始した。太陽フレア望遠鏡での従来の磁
場観測は太陽面の限られた領域を対象としていたが、この装
置は太陽周期活動の起源解明に向けて太陽全面の高精度ベク
トル磁場分布を得るため、太陽全面での偏光観測をおこなう
ものである。口径15 cmの赤外線用レンズを搭載し、磁場感
度の高い赤外スペクトル線（光球：鉄の1.56ミクロン線、彩
層：ヘリウム1.08ミクロン線）で太陽全面をスリットスキャ
ンする形式の装置である。これにより世界でも例のない赤外
線での光球と彩層の太陽全面偏光データを定常的に得る観測
を遂行している。
　フレア望遠鏡取得のデータは太陽観測所ウェブページで公
開している。

（2）黒点・白斑・Hαフレアの定常観測
　1929年以来継続している黒点の観測は、現在新黒点（太陽

全面）望遠鏡にて口径10 cmの屈折望遠鏡と2K×2K素子の
CCDカメラにより、デジタル画像からの黒点の自動検出の手
法で行っている。2010年1月－12月では245日の観測を行っ
た。同じ架台に同架のHα全面モニターシステムでは、太陽面
内の彩層構造と外のプロミネンスを1つの画像で同時に見え
るよう処理した画像を1日あたり2～ 3枚記録する他に1日の
活動をムービーとしても記録・公開しており、最近の太陽活
動の上昇とともにフレアやプロミネンス爆発といった現象を
とらえることにも成功している。磁気光学フィルター（MOF）
によるナトリウムD線での太陽全面画像の撮影も継続してお
り、またSTEP望遠鏡では太陽全面の視線方向磁場分布、速
度場分布の観測を行っていて、一時故障のため観測を中断し
ていたものの現在は再開している。これらの装置で得られた
太陽全面像も観測所ウェブページで公開している。

2. 乗鞍コロナ観測所

　1949年の開所以来、口径10 cmコロナグラフに加え、口径
25cm分光コロナグラフ、口径10 cm新コロナグラフを用いて、
太陽の外層大気であるコロナ、彩層やプロミネンスの観測・
研究を行ってきた。しかしながら装置や施設の老朽化にとも
ない、2009年度を以て太陽観測所としての共同利用を終了し
た。観測装置は引き続き使用するものもあるため、2010年度
前半に移転の作業を行い、10 cmコロナグラフ本体と25 cmコ
ロナグラフの分光器部品を太陽観測所が、25cmコロナグラフ
について天文情報センターが、それぞれ三鷹キャンパスへの
移転を行った。施設そのものは山岳における貴重な活動拠点
となりうるため、これら装置移転の後2010年10月をもって自
然科学研究機構に移管され、引き続き利用可能な状態での維
持が予定されている。

3. データアーカイブ公開事業

　太陽観測所においては、現在観測を継続している白色光や
Hα、磁場といったデータばかりでなく、100年近くにわたって

行った。3月後半に予定していた2名はキャンセルとなった。

4. その他

　今年も理系大学生のための「太陽研究最前線体験ツアー」
が国内の太陽関係研究機関合同で企画・実施され、8月19–20
日に、野辺山にて講演と施設見学を実施し、16名の参加者が
あった。また、今年度から始まった総研大物理科学研究科の
サマースチューデントプログラムのひとつとして、8月25日

から9月14日の間神戸大学3年生が1名野辺山に滞在し、電波
ヘリオグラフ等のデータを解析して、研究体験を行った。
　特定技術職員の関口英昭が5月23日に退職した。また、11
月1日よりプロジェクト研究員としてKim Sujinが加わった。
継続して宇宙航空研究開発機構の越石英樹および元国立天文
台教授の中島弘が特別客員研究員として加わっている。今年
度より野辺山宇宙電波観測所長の川辺良平が太陽電波観測所
長を兼任することとなった。
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継続されてきた様々な太陽観測のデータのうち592GBをオン
ラインで公開している。太陽地球系の中で起こる様々な現象
は、変動時間の短い突発的な現象（宇宙天気）と数年から数
十年にわたるゆっくりした変動（宇宙気候変動）の両面から
研究する必要があり、我々はその基礎データのサプライヤー
として研究に貢献していく。特に我々にはフィルム、乾板、
スケッチといった形態で記録されている古いデータの蓄積が
あり、これらについてデジタル化を進めている。既にスケッ
チ等一部のデータについては公開を開始しており、さらに現
在、デジタル化が終了した大正時代からのCa II K線・白色光
太陽像のデータの公開へ向けて準備しているところである。
　また、太陽活動世界資料室においては世界各地の天文台が
観測した、黒点・白斑、光球磁場、フレア、コロナ、太陽電
波に関する資料を編集し、ユネスコ及び国際学術連合（ICSU）
の援助を受けて、Quarterly Bulletin on Solar Activityとして印
刷・出版している。本年度は2005年～ 2008年の黒点データ、
2009年の光球磁場のシノプティックデータ、および2007年～
2009年のコロナデータを出版した。

4. その他の活動、研究員の異動など

　上記の乗鞍観測所の10 cmコロナグラフのうち、コロナの速
度場測定など先進的な観測が行えるNOGIS装置については
海外適地において引き続き観測を行うのが望ましく、このた
めに中国雲南天文台と共同で移転の検討を開始した。本年度
は3名が雲南省の移転候補地数か所を訪問し、そのうちもっ
とも適当と思われる高美古観測所への移転を想定して、今後
の作業について雲南天文台と具体的打ち合わせを行った。
　フレア望遠鏡が建設20周年を迎えるにあたり、海外からの
参加者も含めた研究会「太陽観測装置の新展開」を、7月26
日～ 27日に約30名の参加者を得て開催し、特に偏光観測と太
陽表面磁場の研究を中心に成果のレビューを行い、さらに将

来の観測について議論を行った。また、ユーザーズミーティ
ングもかねる研究会「太陽の多角的観測と宇宙天気研究の新
展開2011」を京都大学にて2011年1月11日～ 13日に京都大学
理学研究科附属天文台、名古屋大学太陽地球環境研究所、野
辺山太陽電波観測所と共催した。また、太陽地上観測の将来
計画へ向けての議論を行っており、京都大学・北見工業大学
と共同で3回の合宿を行い、具体的な計画立案と予算獲得へ
向けての活動を始めている。
　2010年7月11日には南太平洋で皆既日食があった。太陽活
動が上昇しつつあるため、2008–2009年の100年ぶりの低い太
陽活動極小における日食時とどのように異なるコロナが観測
されるかが興味深いテーマであったので、観測可能な場所が
インフラの乏しい小島に限られる条件の下1名がフランス領
ポリネシアのハオ島に出張したが、残念ながら当日はうす曇
りであった。
　将来へ向けた装置開発や教育への展開を視野に入れた、大
学との共同研究も行っている。今年度は明星大学と太陽観測
に関する共同研究、茨城大学と偏光観測装置に関する共同研
究を実施したほか、花岡は京都大学の連携併任教員として共
同での装置開発を行っている。また、学部学生が太陽関連研
究施設をまわる「太陽研究最前線体験ツアー」の受け入れも
行った。
　ペルーにおける太陽観測のための支援を2004 年度以来継
続している。今年度は観測拠点である「太陽ステーション」
を運用するイカ大学にて「FMTワークショップ」が開催され、
2名が出張して学生向けの講義および観測・データ解析の実
習を行い、また将来の協力事業へ向けての議論も行った。
　人事については、乗鞍コロナ観測所における業務を終了し
たことから、運用に携わっていた技術系職員について他機関・
他プロジェクトへの異動や併任を進め、三鷹観測装置の運用
を行う組織としての人的体制を整えつつある。また2010年度
末で研究員・徐海清が退職した。

5.　岡山天体物理観測所

　岡山天体物理観測所は、わが国の光学赤外線天文学の国内
観測研究拠点として、188 cm望遠鏡を中心に全国大学共同利
用を推進している。また、大学と共同で研究開発計画を進め、
大学における天文学研究の基盤強化にも貢献している。同時
に、観測所の立地条件および観測環境を生かした独自の研究
活動も展開している。なお、2010年には開所五十周年（10月
19日）を迎えるにあたり、五十周年記念誌を制作し、10月8
日に岡山市で開所五十周年記念式典を挙行した。
　188 cm望遠鏡の共同利用観測は、年間約200～ 220夜を割
り当て、機器の維持運用、観測者への各種サポート（観測サ
ポート、旅費・宿泊・生活サポートなど）を行う一方、共同
利用装置の性能向上のための改修、新しい共同利用装置の開

発、他機関からの持ち込み装置のサポートなどの運用を行っ
ている。大学等との共同研究に関しては、京都大学新技術望
遠鏡計画、東京工業大学ガンマ線バースト追求プロジェクト
などを共同で進めている。また、系外惑星系探索を中心に、
中国、韓国、トルコなどとの天文学共同研究を行っている。
さらに、独自の研究活動として、91 cm望遠鏡を改造した超広
視野近赤外カメラ（OAO-WFC）の開発を進め、銀河面にあ
る変光天体のサーベイを計画している。
　2011年3月時点の人員構成は、常勤スタッフ6名（内訳、准
教授１、助教１、主任研究技師１、研究技師2、事務職員1）、
短時間雇用職員10名（内訳、研究員3、研究支援員2、事務支
援員3、業務支援員2）である。
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1. 共同利用

（1）概要
　2010年は、前期（1月から6月）に118夜、後期（7月から
12月）に109夜をそれぞれ共同利用に割り付け、観測提案を
公募した。観測提案書は岡山プログラム小委員会で審査され、
前後期あわせ、のべ、プロジェクト観測2件、一般観測24件
が採択された。共同利用観測は概ね円滑に実施された。また、
188cm望遠鏡制御系、副鏡駆動系、主鏡カバー、ケーブル類
等に散発的な不具合が発生したが、共同利用に軽微な影響を
与えるに留まった。

（2）施設維持管理
　188 cm望遠鏡・施設の維持管理作業として、蒸着作業（6
月）、光軸調整・機器調整（6～ 7月）、注油（9月）などの定
常作業の他に、おおよそ1ヵ月半に1回の定期的な188 cm主
鏡洗浄作業を行い、望遠鏡効率の維持に努めた。これらの維
持管理作業および観測装置の交換作業等は安全に行われ、事
故は皆無であった。なお、6月の蒸着作業時には他機関の鏡
を少数に限り受け入れており、当該機関からの蒸着作業参加
者には、必要に応じて国立天文台の内規に沿った安全衛生講
習会を行った。ドームについては、スリット扉駆動ワイヤー
ドラムの補修を実施した。また、今後10年程度の稼働を想定
した総点検を行い、外装パネルの補修、2.5 tクレーンの更新、
昇降床の調整を実施した。

（3）会議
　プログラム小委員会を5月21日と11月15日に行い、2010
年後期と2011年前期の共同利用について審議を行い、観測プ
ログラムを編成した。8月17日、18日に国立天文台三鷹キャ
ンパスにて、岡山ユーザーズミーティング（第21回 光赤外
ユーザーズミーティング）を開催した。観測所の現状、研究
成果と短期的な将来計画について報告したほか、京都大学の
新技術望遠鏡計画、東広島天文台をはじめとするその他の光
赤外観測施設等の運用、中小望遠鏡の連携などについて議論
を行った。

（4）観測・研究の成果
　2010年の共同利用で観測された天体は、主に恒星であり、
銀河系・系外銀河関係が前・後期とも数件あった。主な観測
テーマは、視線速度精密測定による系外惑星探査、高分散分
光観測による恒星の金属量解析、星振学、近傍AGNの近赤外
分光観測などであった。ただし、近赤外撮像分光装置 ISLEの
観測精度の向上により、系外惑星トランジットへ対象が拡が
りはじめている。従来通り共同利用の枠の中で、個々の研究
者グループによって多数の観測研究が進められており、それ
ぞれの研究成果は、研究会や学会で報告され、論文が出版さ
れている（個々の成果はユーザーズミーティングや該当する
研究会の集録および学会の報告などを参照されたい）。

2. 共同利用観測装置の開発

（1）HIDES（高分散分光装置）
　HIDESは現在共同利用に供しているエシェル型高分散分光
器である。以前ごく稀に発生していた検出器の読み出し不具
合は2009年9月以降には解消している。開発を進めていたファ
イバーリンクは、2010年1月から試験観測に入り、従来に比
べ1等級の効率向上と、遜色のない視線速度測定精度（短期
約2 m/s）の達成を確認した。2011年1月からはシェアード・
リスク条件のPI型装置として共同利用を開始し、順調に利用
が伸びている。

（2）ISLE（近赤外撮像分光装置）
　2010年度には、PI型装置扱いだった分光モードのユーザー
検証が進み、初期成果論文も出版された。これを受け、同モー
ドの一般共同利用装置への移行、プロジェクト観測への公開
を決定し、3月に2011年後期の共同利用観測の公募を開始し
た。撮像モードでは、2009年度に系外惑星のトランジット観
測においてJ-bandで0.9ミリ等級（継続測光は5時間）の相対
測光精度を実現したが、今年度はKs-bandで同様のサブミリ
等級の測定精度を確認した。このほかに観測環境を整え、マ
ニュアルなどの充実を図った。

（3）KOOLS（可視低分散分光撮像装置）
　2008年度よりPI型装置として共同利用に公開し、以来安定
した運用を行っている。2009年度には懸案であったCCDの線
形応答性の改善が行われ、特に撮像観測や明るい天体の分光
観測における制約が緩和された。また、ソフトウェアの改修
により非恒星時運動天体の観測に対応し、太陽系天体の長時
間積分観測が可能になった。今年度に査読論文1編が出版さ
れた。

3. 大学等との共同研究

（1）ガンマ線バースト光学追跡計画
　東京工業大学河合研究室と共同でガンマ線バーストの光学
追跡観測を進めている。2010年度は、自動観測スケジュー
ラーにより観測可能な夜はほぼ毎晩観測を実行し、29個のガ
ンマ線バーストを観測して、そのうち7個の光学残光の検出
に成功した。観測結果は、32編のGCNサーキュラーとして公
表した。また、激変星およびミラ型変光星候補のモニター観
測を並行して実行した。

（2）京都大学新技術望遠鏡計画
　京都大学を中心に進めている3.8 m新技術望遠鏡計画を、岡
山天体物理観測所の将来計画の一環と位置づけて協力推進体
制を築いている。2010年度には、分割鏡の研削・研磨の完了見 
込みにあわせ、アルミ蒸着作業の準備を進めた。また、定期的
に開かれる技術検討会を通じて望遠鏡の技術検討を行った。
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6.　ハワイ観測所

　ハワイ観測所は、米国ハワイ州ハワイ島マウナケア山頂に
ある「すばる望遠鏡」（口径8.2 mの大型光学赤外線望遠鏡）
を用いた共同利用観測・観測データアーカイブシステム運用
事業と、観測的研究、および、望遠鏡システム・観測装置・
データ処理ソフトウェアの開発研究を行っている。
　平成22年度は、共同利用装置として、前年度に引き続く7
つの共同利用装置に加え、ファイバー多天体分光器（FMOS）
の公開を開始した。また、近赤外線コロナグラフ撮像分光装
置（HiCIAO）を用いた戦略枠プロジェクトSEEDSを推進した。
新規共同利用装置Hyper Suprime-Camの開発が進んでいる。
　平成22年度に関わる共同利用は、平成22年2月1日開始と
なるS10A期のうち、4月1日からの4ヶ月分、8月1日から開
始となるS10B期の6ヵ月、および平成23年2月1日開始とな
るS11A期の2ヵ月分となる。今回の報告では、共同利用関係
の統計については、S10A期とS10B期に限って報告する。

1. ハワイ観測所スタッフ

　平成22年度末の時点で、ハワイ観測所プロジェクトには、
これを本務とする研究教育職員18名（うち三鷹勤務5名）、技
術職員5名、事務職員3名、研究員6名（うち三鷹勤務5名）、
研究支援員1名（三鷹勤務）、学振研究員2名、事務支援員5
名（三鷹勤務）、専門研究職員3名（うち三鷹勤務2名）、特定

技術職員1名（三鷹勤務）および、併任とする研究教育職員
8名（三鷹勤務）、技術職員2名（三鷹勤務）が所属した。ま
た、ハワイにはRCUH職員73名も勤務しており、内訳は、支
援科学者、ソフトウェアや観測装置などのエンジニア、施設、
機械、車両、実験室の技術者、望遠鏡・装置オペレータ、秘
書、図書、事務職員、科学研究費による研究者、大学院生で
ある。これら職員が力を合わせ、望遠鏡、観測装置、観測施
設の運用、共同利用観測の遂行、開発・研究、広報普及、教
育活動を行っている。

2. 主要な観測成果

　すばる望遠鏡を用いた観測によって、平成22年度には以下
のような重要な研究成果が研究論文として発表された。
（1）遠方宇宙の観測では、宇宙誕生8億年後の時代の、ライ
マンα輝線天体の光度関数を調べたところ、宇宙誕生10億年
後の時代との変化は小さく、宇宙はまだ大きくは中性化して
おらず、宇宙再電離が起こった時期はさらに昔の時代に遡る
ことが明らかになった。
（2）銀河団の観測では、すばる望遠鏡によるHα輝線を出す星
形成銀河探査と、あかり衛星によるダストに覆われた赤外線
を出す星形成銀河探査との共同で、今から70億年前の銀河団
とその周辺部を広く観測して、銀河団に今後落ち込んでくる

（3）東アジア惑星探査計画
　中国の2.16 m望遠鏡、韓国の1.8 m望遠鏡、トルコの1.5 m望
遠鏡、当観測所の1.88 m望遠鏡と互いに望遠鏡時間を獲得・提
供しあいながら、G型巨星の周りの系外惑星系探索を進めて
いる。特に2010年には、中国、韓国との共同研究により、惑
星候補と褐色矮星候補を1つずつ発見し論文として出版した。

4. 独自の研究計画の推進

（1）超広視野赤外線カメラによる遠方GRBおよび銀河面の変
光星探査
　91 cm望遠鏡の光学系を1度四方の超広視野をもつ光学系に
改造し、駆動系をロボット制御とする改造を進めている。こ
の自律観測装置により、遠方GRBやダストに隠れたGRBの探
査をするとともに、銀河面の変光星を網羅的に探査し、銀河
系恒星円盤の構造を明らかにする計画を進めている。本装置
は、口径比F/2.5の世界で最も速い近赤外撮像光学系の1つで
ある。2010年度は、光学系がほぼ設計通りの性能を持ち、視
野全域にわたり約2.5画素の星像径を示し、空間分解能を犠牲
にせず測光精度を確保できることを確認した。今後光軸をさ
らに調整することで、僅かな残存非点収差を緩和できる見通

しである。一方、望遠鏡駆動モーター起源のストレイ・ノイ
ズが無視できず、検出限界が当初予測より1等級余り浅い状
態であることが判明した。これらの課題を早急に解決して本
観測を開始するべく、対処を続けている。

5. 広報普及活動

　年間を通じて188 cm望遠鏡およびドームの一般公開を行っ
ている。2010年度は約13,000名の来訪者があった。8月28日
（土）に岡山天文博物館および浅口市教育委員会との共催、矢
掛町教育委員会の後援で、施設特別公開を行った。653名の
来所があった。また、11月6日（土）と3月5日（土）に特別
観望会を行った。合計877名の応募があり抽選で選ばれた215
名の来所があった。11月6日に開催した特別観望会は「第25
回 国民文化祭・おかやま2010」の行事として開催した。7月7
日（水）に岡山市内において「全国同時七夕講演会」参加講
演会を開催し約50名の参加があった。天文に関する質問が今
年度は約60件ありそれに対応した。岡山天文博物館と共同で
行っている4D2Uの上映には、4000名の来場者があった。こ
の他、地元（浅口市、矢掛町）小学生などの観測所見学会14
件に対応した。
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周辺部の銀河群環境で星形成の活動性が高まっていることを
明らかにした。環境効果の現場を捉えたといえる。（3）太陽
系外惑星に関する観測では、新装置HiCIAOを用いて、原始
惑星系円盤の最も中心星に近い領域を、最も高解像度で詳細
に撮像した。その結果、太陽系の大きさの領域に、２重のリ
ング構造やギャップ構造を発見し、惑星の誕生が円盤の形態
に影響を与えていることを明らかにした。

3. 共同利用

　共同利用事業は、半期ごとに課題を公募して進めている。
公募期間は、上半期2月1日－7月31日（S10A期）、下半期8
月1日－1月31日（S10B期）としている。公募は国立天文台
三鷹にて申請を受け付け、国立天文台光赤外専門委員会の下
に設置されたすばるプログラム小委員会が内外のレフェリー
評価を参考にして公募課題を審査し採否を決める。S10A期43
課題（83夜）｛応募総数141課題（412.1夜）｝、S10B期30課題
（51夜）｛応募総数137課題（380.5夜）｝が採択された。この
ほか、短時間課題であるサービス観測枠、天候の影響などに
対して優先課題観測達成率を最大限に上げるため工夫される
バッファ枠などが実施された。S10A期およびS10B期におい
て（UH時間をのぞく）共同利用に採択された上記課題のう
ち、13件（S10A期8件、S10B期5件）は外国人PIの課題で
あった。共同研究者を含む応募者ののべ人数では、国内機関
に所属するもの1644名に対して、海外723名、採択課題の研
究者のべ人数では国内500名に対して海外238名である。
　S10A期およびS10B期の共同利用観測には、のべ272名（う
ち外国人107名）がハワイ観測所を訪れた。国立天文台三鷹
では、観測課題公募・審査、日本人国内の研究者による観測
のための出張手続き、旅費支給事務を行い、ハワイ観測所で
は、観測スケジュールの作成、ハワイでの観測者の宿泊、交
通、観測などの支援を行っている。S10A期およびS10B期の
共同利用観測は、ハワイ大学時間を含めて、天候のファクタ
をのぞいて平均97.4％の観測可能時間割合を達成した。装置
トラブルにより約0.6％、望遠鏡トラブルにより約1.9％のダ
ウンタイムがあった。
　平成12年度後半より開始したヒロ山麓施設からのリモー
ト観測は、S10A期およびS10B期には71夜行われた。また、
サービス観測は10.5夜行われた。
　マウナケア山頂の望遠鏡群の資源を有益に利用するために
行われているジェミニ望遠鏡およびケック望遠鏡との観測時
間の交換は、ジェミニとはS10A期5夜、S10B期5夜、ケック
とはS10A期3夜、S10B期4夜であった。

4. 望遠鏡のメンテナンスと性能向上

　望遠鏡の主な性能は前年度に引き続き安定に維持されてい
る。平成11年よりオートガイダー（AG）用のCCDカメラで
測定され続けているシーイングは、中央値で0.65–0.75秒角と

いう優れた星像性能が維持されている。
　本年度は、国立天文台三鷹から作業者の支援を得て主鏡の
蒸着を行った。この際に固定点周辺の鏡材に微細な傷が発見
され、処置を行った。蒸着中には、主焦点超広視野カメラ
Hyper Suprime-Cam（HSC）の受け入れのため筒頭内環の改造
を始めとする、主鏡がある状態では困難な作業も行った。
　このほか、さらなる望遠鏡の性能および運用効率の向上を
進めつつ、製作から10年以上が経過した望遠鏡制御機器の更
新・改修や、HSCの受け入れ準備を進めた。近隣の望遠鏡も
含めて補償光学系のためのレーザーガイド星を使用する例が
増えているため、オートガイダのフィルターをノッチフィル
ターに交換し、オートガイドがレーザーガイド星からの散乱
光の影響を受けないようにした。金属絞り技術によって赤外
線の放射率を低減できることがわかった赤外副鏡のセンター
コーンを交換した。ドームエンコーダの誤動作の原因が発
見されたので対処した。望遠鏡制御計算機群の更新、CIAX
（Cassegrain Instrument Automatic Exchanger）の待機システムの
制御系の更新を行った。また、予備品の入手が困難になった
周辺光学系の制御基板の修理を行った。さらに、方位角レー
ルの平面度のモニターも続けている。一方、HSCの受け入れ
準備としては、Top Unit Exchanger制御系の更新、フィルター
交換機構を取り扱うホイストの追加の準備などを行った。
　次年度に継続している作業もある。廃液ピットではピット
内の内張りとピットの間に液体が入り込んでいるのが見つ
かった。原因の分析を終え、対処を進めている。液面が変化
していないことから、ピットから地下への廃液の漏出は無い
ことが確認されている。先に問題のみつかったボギーゴムの
試験やウインドスクリーンの改良、さらに、本数が多く複数
年度の作業にならざるを得ない主鏡アクチュエータのメンテ
ナンスを進めている。
 
5. 観測装置の運用と開発
 
　平成22年度は、前年度から運用している7つの共同利用
装置、すなわち、微光天体撮像分光装置（FOCAS）、高分散
分光器（HDS）、近赤外線撮像分光装置（IRCS）、主焦点広
視野カメラ（Suprime-Cam）、冷却中間赤外線撮像分光装置
（COMICS）、多天体赤外撮像分光装置（MOIRCS）、および補
償光学システム（AO188）に加え、ファイバー多天体分光器
（FMOS）について、機能を限定して運用を開始した。補償光
学システムは平成22年1月に破損した可変形鏡に代わる新た
な可変形鏡を導入し、平成22年11月に共同利用運用を再開し
た。レーザーガイド星機能の調整が続けられており、平成23
年度に共同利用を開始する。FOCASは検出器をSuprime-Cam
と同様の完全空乏層CCDに交換するアップグレードに成功
した。また、戦略的観測枠として、PIタイプ装置である近赤
外線コロナグラフ（HiCIAO）を補償光学システムと共に使
用する"Subaru Strategic Exploration of Exoplanets and Disks with 
HiCIAO/AO188（SEEDS）"が前年度に引き続き実施された。
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　次期共同利用装置として、主焦点超広視野カメラHyper 
Suprime-Cam（HSC）の開発が進んでいる。HSCは116枚の
CCDによって現行のSuprime-Camの約10倍の面積（視野1.5° 
角）を持つ装置となる。その開発はハワイ観測所のサブプロ
ジェクトとして、三鷹キャンパスの先端技術センターを中心
として進められている。平成23年3月の東日本大震災により、
カメラ組み立てを行っているクリーンルームおよび光学メー
カーの工場に被害があり、工程に遅れが生じる懸念がある。ま
た、従来の補償光学システムに付加することで、さらなる高
空間分解能・高コントラストを実現するコロナグラフユニッ
ト（SCExAO）をハワイ観測所にて開発中であり、平成23年
2月にはエンジニアリング観測を開始した。
　より長期的なものとしては、東京大学数物連携宇宙研究機
構（IPMU）を中心とした国際協力によって、すばる主焦点を
用いた広視野多天体分光装置（PFS）を製作し、ダークエネ
ルギーの性質に迫る観測を行う計画が検討されている。平成
22年度には、装置開発推進にむけた体制作りが進められると
ともに、日本の多数の研究者が参加してPFSを用いた科学の
可能性を検討し、報告書がとりまとめられた。平成23年1月
のすばるユーザーズミーティングにおいて、すばる望遠鏡を
使用する研究者らからのPFS計画に対する強い支持が表明さ
れたことを受けて、計画実現に向けた具体的検討を進める段
階に入っている。

6. 計算機システム、ソフトウェア

　平成20年2月より、第3期計算機システムの運用を開始し、
平成20年6月からは、第3期計算機システム上で動作する統
合観測制御システムを共同利用へ供用開始した。平成22年度
は昨年度に引き続き安定した計算機の運用がおこなわれた。
　データアーカイブに関しては、ハワイのデータベース担当
者と、三鷹での運用支援契約により充実した運用が行われて
いる。三鷹サブシステムでは、三鷹に置かれているアーカイ
ブの運用ならびに遠隔観測モニターの支援など、すばる望遠
鏡の利用者支援を継続的に進めている。また、プロポーザル
投稿システムの改良を行い、平成23年度後期プロポーザルか
らの供用を目指している。
　マウナケア山頂では、現在の統合観測制御システムに代わ
る新しいソフトウエアシステムの開発および試験が進められ
ている。これは平成24年に現在の統合観測制御システムか
ら全面的に置き換わる予定である。一方、現在稼働している
データアーカイブシステムは運用開始からすでに10年を経過
したため、これに代わる新システムの開発が進められており、
平成23年度中に公開試験運用を開始する予定である。
　開発中の新装置HSCは現在のSuprime-Camの約10倍のデー
タを生成する。このデータを効率的に処理する計算機システ
ムを平成22年度末に導入した。今後HSCサブプロジェクトと
共同で計算機システムの立ち上げを行っていく。
　なお、平成23年3月に発生した大震災の影響により、三鷹

を経由したネットワークの一部に支障が出たが、幸い観測所
の運用に大きな影響はなかった。平成25年開始の次期の計算
機システムの概念設計では、災害に強いネットワークの構築
を念頭に置いている。

7. 大学院・大学教育

　平成22年度においては、総研大に併任する研究教育職員2
名が三鷹本部からハワイ観測所に異動し、教育体制が充実した。
　ハワイ観測所において5名の大学院生（日本国内外からの
受託院生を含む）の教育を行った。そのうち2名は総研大の
院生である。また総研大のサマースチューデントプログラム
で大学三年生1名を8月に四週間ハワイ観測所に受け入れた。
このほか、三鷹においても光赤外研究部との協力のもとに大
学院生教育が活発に行われている。
　日本全国では、すばる望遠鏡を用いた研究によって学位を
取得した大学院生は6名であった。
　全国の大学院生・学生を対象とする教育活動として、三鷹
において「すばる春の学校（5–6月）」、「秋の学校（12月）」を
開催し、データ解析講習などを行ったほか、全国の学部学生
を対象としたすばる体験企画実習（10月）、総合研究大学院
大学のすばる観測実習（12月）を行った。
　また、ハワイ観測所では月に1～ 2回のペースですばるセ
ミナー（英語）を開催しており、共同利用観測参加者やビジ
ター、ハワイ観測所所員などが最新の研究成果について発表
を行なっている。

8. 広報・普及活動

　ハワイ観測所では、天文学研究に対する一般からの高い関
心に応えることも観測所の大事な社会的責務であり、プロ
ジェクトの短期的・長期的成功に資するとの観点に立ち、広
報室を設け、3つの基本的な活動を展開している。
　まず第1にすばる望遠鏡により得られた科学的な成果を広
くお知らせするよう、ウェブページを作成し、記者発表など
の情報公開を行っている。本年度は記者発表33件（和文・英
文それぞれ16、17件）と、それに対応するウェブページ作
成、装置開発や観測所の活動などを紹介するトピックス67件
（和文33件、英文34件）のウェブページ掲載を行った。内容
に応じて、日本やハワイ島地元のメディアへの働きかけ、お
よびアメリカ天文学会のメイリング・サービスを利用した世
界的なネットワークへの連絡を行っている。取材や各種の質
問への対応、英文での画像使用許可に関する作業も行ってい
る。観測所紹介パンフレット、フライヤー新版、すばる望遠
鏡10周年記念写真集の英語版を作成し、配布を進めている。
　次に観測所の状況をいろいろな方に知っていただくための
施設訪問受け入れを行っている。平成16年度より行ってい
るすばる望遠鏡（山頂施設）見学プログラムは、専任の職員
を主体に、見学者や見学希望者へのタイムリーな連絡を図っ
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7.　天文シミュレーションプロジェクト

1. 全般

　天文シミュレーションプロジェクト（CfCA）では、汎用
スーパーコンピュータおよび重力多体問題専用計算機を中心
としたシミュレーション用計算機群の共同利用の推進、新シ
ステムの導入、運用のための研究開発および、シミュレー
ションによる研究の推進を行ってきた。平成22年度には平成
19年度末に更新したスーパーコンピュータシステムの運用を
継続して行った。また、小規模計算用のPCクラスタ、重力多
体問題専用計算機GRAPE-6とGRAPE-7の運用を継続したほ
か、準汎用計算機GRAPE-DRおよび中規模計算用PCクラス
タ（192コア）の本運用を開始した。平成23年3月11日の東
日本大震災の影響による電力供給制限に対応して一旦は共同
利用を停止したが、地震の二週間後より運転率50%で運用開
始した。今後は平成23年度夏に予想される電力不足への対応
策を検討していく。

2. 共同利用

（1）計算機システム
　平成20年4月より運用開始された共同利用計算機システム
「天文シミュレーションシステム」の運用を継続している。こ
のシステムの中心は理論ピーク性能約27 Tflopsのスカラ並列
計算機であるCray XT4および同約2 Tflopsのベクトル並列計
算機NEC SX-9である。平成19年度まで運用されていた富士
通VPP5000を中心とする従来の計算機システムに比べて約60
倍の性能向上が実現されている。XT4とSX-9の他に、重力
多体問題専用計算機GRAPE類や中小規模計算を実行するプ
ラットフォームとしてのPCクラスタ群、それらに付帯する
大規模なファイルサーバや計算結果データを処理するための
解析サーバ群、そして全体の計算機システムを包含するネッ
トワークシステムが運用されている。これらの機材は日本全
国のみならず世界の数値天文学研究者による数値シミュレー
ション研究の中核を形成しており、名実共に「理論の望遠鏡」
としての役割を果たし続けている。XT4、SX-9、GRAPE、小
規模PCクラスタについては審査制による計算機資源の割り
当て方式を採用しており、平成22年度の利用状況および申請・
採択状況は以下の通りであった。基本的には利用できる計算

機資源の多寡によるカテゴリ分けを行っている。なお、平成
22年度には本プロジェクトの共同利用計算機システムを用い
た研究から平成21年度内に出版された査読付き欧文論文の状
況調査を行い、その合計出版本数は66本であった。

□Cray XT4に関する利用者統計
稼働状況
・年間運用時間　8151.3時間
・年間CORE稼働率　91.8%
利用者総数　199名（前後期の総数）
・カテゴリA：前期15名、後期18名
・カテゴリB：前期36名、後期41名
・カテゴリC：前期9名、後期10名
・カテゴリMD：前期9名、後期8名

□日本電気SX-9に関する利用者統計
稼働状況
・年間運用時間　8170.7時間
・年間CPU稼働率　94.9%
利用者総数　104名（前後期の総数）
・カテゴリA：前期33名、後期35名
・カテゴリC：前期8名、後期10名
・カテゴリMD：前期7名、後期7名

□重力多体問題専用計算機GRAPEに関する利用者統計
利用者総数　55名（前後期の総数）
・カテゴリA：前期7名、後期7名
・カテゴリB：前期10名、後期11名
・カテゴリC：前期5名、後期5名

□汎用PCシステムに関する利用者統計
稼働状況
・年間運用時間　8263.5時間
・年間ジョブ稼働率　70.9%
利用者総数　30名（通年の総数）

□中規模サーバに関する利用者統計（平成22年11月運用開
始）

ている。山麓施設の場合は、施設見学ばかりでなく、職員に
よる講演や職業指導、学校生徒が訪問した場合には、その生
徒たちによる研究発表に対して研究者による指導なども行っ
た。山頂には1532名、山麓には579名の熱心な訪問があった。
　教育・普及活動としては、地元向けの講演会、出前授業と
並び、テレビ会議システムによる日本向けの遠隔講演・遠隔

授業も続けている。ハワイ観測所山麓施設および地元での講
演・授業件数は112件、日本など島外での出張講演は6件、遠
隔講演は16件であった。
　施設の特別公開は行っていないが、年一度、地元では恒例
となりつつあるマウナケア山頂の観測所群の合同イベントに
おいて展示、デモ、説明を行った。
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稼働状況
・年間運用時間　3096.0時間
・年間ジョブ稼働率　76.1%
利用者総数　11名（通年の総数）

（2）講習会・ユーザーズミーティングなど
　共同利用計算機システムの利用者に対する教育・普及活動
の一環、および次世代の若手研究者の育成を目的とし、以下
に示すような各種の講習会や学校を開催した。

□ Cray XT4講習会
平成22年9月1日　参加者5名

□ 日本電気SX-9講習会
平成22年8月31日　参加者5名

□ IDL講習会
平成22年9月3日　参加者7名

□ AVS講習会
平成22年9月2日　参加者6名

□ Intelコンパイラ講習会
平成22年6月3日　参加者9名

□ N体シミュレーション大寒の学校
平成23年1月24–26日　参加者14名

□ N体計算可視化の学校
平成22年12月8–10日　参加者12名

　また、利用者との直接情報交換の場としてユーザーズミー
ティングを開催し、多数の参加を得て活発な議論が行われた。

□ ユーザーズミーティング
平成23年1月11–12日　参加者56名

3. 研究成果

（1）専用計算機プロジェクト
　本プロジェクトの目的は重力多体問題専用計算機GRAPE
システム（MUVシステム）の有効利用と共同利用促進のため
にハードウェアとソフトウェアの両面から開発・改良・保守を
行うことである。平成21年度の主な活動は次の通りである。
・GRAPE-DRの試験運用
次世代GRAPEであるGRAPE-DRを用いた試験公開用シス
テムを増強し、新ライブラリの試験を開始した。

・N体シミュレーション学校の開催
平成23年1月にN体シミュレーション大寒の学校を開催した。

（2）GRAPE-DRプロジェクト
　大規模クラスタシステムの運用・増強を継続した。平成22
年5月現在で192ノード、理論ピーク性能300 Tflopsのシステ
ムが稼働している。同年6月のLittle Green 500リストで1位、
11月にはGreen 500 listで2位となり、電力あたり性能で世界
最高クラスであることを実証した。また、重力計算ライブラ
リの最適化を進めた。

（3）天の川創成プロジェクト　　
　我々が独自開発した銀河形成シミュレーションコード
ASURAの改良を進めた。重力ソフトニングを粒子毎に変化
させつつ、計算量を増やすことなく力の対称性を回復する新
しい計算法を定式化した。この新しい定式化については論文
投稿済である。また、弱いバー不安定を持つ単独の円盤銀河
の進化シミュレーションを行い、それを適切な位置から観測
すると我々の銀河系の観測で得られているHIガスの位置－
速度図を極めてよく再現できることを示した。この結果は、
我々の銀河系の渦巻構造が、我々が提唱してきた非定常な実
体波によるものであるという理解を補強するものと考えられ
る。この結果も論文として投稿している。

（4）4D2Uプロジェクト
　4D2Uコンテンツ開発を継続して行った。4次元デジタル宇
宙ビューワ「MitakaVer. 1.2.0b」をリリースした。また、月探
査衛星かぐやのデータを用いて「"KAGUYA's Moon" A Lunar 
Contour Map」、30 m望遠鏡の設計データを用いて「TMT（Thirty 
Meter Telescope）」のフルハイビジョンサイズの平面用立体
映像を作成し、公開した。ドーム作品として「月～かぐやの
観た月面～」を試作した。一般には未公開だが、共同研究の
可視化を行った（「コンピューターの中のフレア」「空気シャ
ワーシミュレーション」「ガンマ線バーストの中心エンジン」
「超新星の爆発メカニズム」「中性子星磁気圏の大局的な粒子
シミュレーション」等）。可視化ツールとして、流体系シミュ
レーションの大規模な時間進化データを立体ドームスクリー
ン投影用に可視化可能なソフトェアOsawaの開発を行った。

4. 広報活動・出版補助など 

　共同利用計算機システムである天文シミュレーションシス
テム一式については利用者への情報提供のための広報用の
メーリングリストcfca-announceを運用し、講読を希望する人
に対して情報発信している。また利用者向けニュースとして
定期的にCfCA Newsを発行し、計算機システムに関する諸情
報を漏らさず周知するよう務めている。
　また、本プロジェクトが運用する計算機を利用して得られ
た研究成果の出版と広報を促進するために利用者向けの論文
出版費用補助制度を継続施行しており、平成22年度は約140
万円（14件）の支出を行った。天文情報センターと協力して、
毎月2日の一般公開や団体・視察向けの4D2Uコンテンツ紹介
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8.　ひので科学プロジェクト

　科学衛星「ひので」は、平成18年9月23日に宇宙航空研究
開発機構宇宙科学研究本部（以後 ISAS/JAXA）が打ち上げた
人工衛星で、「ひのとり」（昭和56年）、「ようこう」（平成3
年）に次ぐ、わが国3機目の太陽観測衛星である。国立天文
台では ISAS/JAXAと共同研究に関する覚書をとり交わして、
この衛星計画の推進に当たってきている。「ひので」衛星の
科学目的の大きな柱のひとつは、太陽大気中の電磁流体現象
を、さらに多角的に理解しながら、コロナ加熱機構を解明す
ることにあるということができる。「ひので」には、可視光磁
場望遠鏡（SOT）、X線望遠鏡（XRT）、極紫外撮像分光装置
（EIS）の3つの望遠鏡が搭載され、太陽光球面の詳細な磁場、
速度場と、彩層－コロナの輝度、速度場の同時観測を行って
いる。衛星搭載の望遠鏡は、ISAS/JAXAとの協力のもと広範
な国際協力により開発されたものである。SOTの主担当は国
立天文台で、焦点面観測装置（FPP）はNASA、ロッキード
マーチン社が分担している。XRTの光学系・構造はNASA、ス
ミソニアン天文台（SAO）の担当で、焦点面カメラ部は日本
側（lSAS/JAXA、国立天文台）の責任分担となっている。EIS
の国際協力は更に広範で、構造・電気系がSTFC（前PPARC）、
ロンドン大学が担当、光学系はNASA、NRLが受け持ち、地
上試験装置、クイックルックシステムについては、オスロ大
学（ノルウェイ）の協力を得ている。また国立天文台はEISと
衛星とのインターフェース、衛星試験、飛翔実験に参加、こ
れらを推進し、飛翔後は衛星の取得データ取得、解析の中心
として関わっている。
　科学運用とデータ解析を支援するため、「ひので」国際チー
ムの代表者からなる「Hinode ScienceWorking Group（SWG）」
が組織されている。欧州宇宙局（ESA）より2名の参加を得
て、15名からなるメンバーのうち、ひので科学プロジェクト
より4名（常田：議長、桜井：プロジェクトサイエンティスト、
末松：SOT、渡邊：EIS）が参加している。また、共同観測体
制を活用するため、科学観測スケジュール調整委員（Science 
Schedule Coordinator）が組織され、日本側の委員（渡邊：座
長・EIS、関井：SOT）の多くは、国立天文台の職員で構成
されている。更に、SWGのサブワーキンググループとして
「Mission Operation & Data Analysis（MO&DA）Working Group」
が設置されており、運用・データ解析体制の技術的な検討と
実践を行っている。このMO&DA WGには、ひので科学プロ

ジェクトから更に4名（原、鹿野、下条、勝川）が参加して
いる。
　平成22年度は衛星飛翔後4 年次にあたるため、「ひので」
衛星に参加している各宇宙機関におけるシニア・レビュー級
の評価委員会が相次いで開催され、いずれにおいても、これ
までの実績に基づき、大変に良好な評価を得ることができた。
これにより、今後2–3年間における衛星運用も、現在の規模
を維持して継続することが可能となった。次期太陽観測衛星
計画「Solar-C」の検討を開始し、計画立案・詳細検討を行っ
ている。

１. 「ひので」衛星：搭載望遠鏡と科学運用

　SOTは、吸収線の偏光観測によって太陽光球面の磁場ベク
トルを得る望遠鏡である。有効口径50 cmの回折限界（空間分
解能0.2–0.3秒角）での観測を、シーイングの影響なく連続的
に行うことができる。SOTの焦点面検出装置には3種類の光
学系／撮像機能が内蔵されており、所期の性能を維持してい
る。当初視野の一部に画像の乱れが見つかった「狭帯域フィ
ルタ撮像系」においても、運用の工夫で、視野の健全性がほ
ぼ回復、維持されている。
　X線望遠鏡（XRT）は、軟X線によって太陽コロナ・プラ
ズマを捕らえる望遠鏡である。斜入射光学系を踏襲して、空
間分解能を改善し、より広い温度範囲の太陽コロナ・プラズ
マが観測できるように波長特性を改善している。また解像度
1秒角に迫る解像度が実現されている。検出器面の汚染によ
る分光特性の時間変化が較正できるようになり、分光性能を
用いる解析も可能となっている。
　極紫外受像分光装置（EIS）は、極端紫外線の輝線の分光観
測によって、彩層・遷移層・コロナ・プラズマの温度・密度
および速度を得る装置である。スリットとスロットを動かす
ことで多波長での分光と撮像を実現する装置であり、光球と
コロナの中間に位置する彩層、遷移層の観測により、光球で
発生したエネルギーがコロナで散逸するまでに、いかに伝達
されているかを探ることを目的としている。
　3望遠鏡の観測運用とデータ取得のためにミッションデー
タプロセッサー（MDP）が搭載されている。「ひので」衛星
の科学目的を遂行するためには、3望遠鏡による協調観測が

を行った。APEC JAPAN 2010への出展、研究施設公開等で簡易
型の4D2Uシステムを用いて4D2Uコンテンツの紹介を行った。

5. 短時間雇用職員異動等 

平成22年度内に採用された非常勤職員は以下の通りである。

（研究支援員）石津尚喜、行方大輔、馬場淳一

平成22年度末までに転出した非常勤職員は以下の通りである。
（研究支援員）行方大輔
（事務支援員）坪内美幸
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重要であり、それらを統括するMDPの役割が重要である。特
にXRTは、露光時間調整・観測領域選択・フレア検出機構な
どの機能をMDPが担っており、望遠鏡との密接な連携が必須
である。
「ひので」衛星のデータは、鹿児島局（USC）とともに、ESA
との協力によるノルウェイのSvalsat局を中心にしてダウンリ
ンクが行われ、全周回にわたるデータ取得が可能である。昨
年度のX帯送信機の不具合に鑑み、平成22年度もS帯による
データ受信を行うこととした。S帯受信回数を増した運用を
行うことにより、安定した定常科学観測を継続することがで
きている。得られたデータは、ISAS/JAXAに集結し、FITS化
され、生データに近い形の「Level-0」データとして、世界の
研究者に供されることになっている。平成22年度、衛星運用
にひので科学プロジェクト所属の職員・学生が携わった延べ
日数は227.5日であり、ひので科学プロジェクトの科学運用へ
の貢献率は、27.0%（対国内）、14.7%（対全体）である。平
成19年5月27日にスタートしたひので取得全データの即時公
開は、その後もひので科学センター（HSC）を通じて、継続
的かつ安定して実施されている。
　他衛星や地上観測装置との共同観測提案を奨励する「Call 
for Proposal」は「HOP（Hinode OperationProposal）」と名づけ
られ、世界の太陽観測研究者との共同観測を推進することに
貢献している。HOPの受付は、平成20年2～ 6月期は中断を
したが、S帯受信体制が確立した後は、HOP提案の受付を再
開している。平成23年3月までのHOP申請数は延べ186提案
に登り、受付再開後だけでも110提案を超えており、現在も
増加している。

2. 「ひので」衛星データ解析

　国立天文台における「Hinode Science Center（HSC）」（英語
名）は、「ひので」衛星データの科学解析における中枢機関
内に、解析環境・データベース等を構築し、研究拠点として
機能させることを目的としている。国内外の研究者へ「ひの
で」観測データ解析環境を提供し、「ひので」衛星による科
学的成果を最大化すること、また、解析を施したデータを配
布したり、データ検索システムを構築したりすることにより、
「ひので」観測データへのアクセスを容易にし、国内外の研究
者との共同研究を活発化させることを主眼としている。
　さらに、E/POを目的として、太陽研究と日々の生活の関連
性を最新の観測データに基づいて知ってもらい、一般の人々
に太陽研究の重要性を認知してもらうことも、HSCの活動の
視野に入れている。E/PO関連の活動として、平成22年度もプ
レスリリース・Webリリース、またTV番組・雑誌への出演・
取材・資料提供等により、科学成果の公開を図っている。平
成22年度にプロジェクト所属の職員・学生が出版した「ひの
で」に関する査読付論文数は18編であり、平成23年3月末の
時点で、のべ数として181編を数える。ちなみに全査読付論
文数は427編であり、飛翔後4年半の時点においても、1年あ

たり査読付論文約100編の生産ペースが維持されていること
になる。

3. Solar-C計画の検討

　Solar-C 検討室はサブプロジェクト（長：原）として、その
活動を継続している。ISAS/JAXA・理学委員会で、ワーキン
ググループ（代表：常田；副代表：坂尾（ISAS/JAXA）、清水
（ISAS/JAXA）、渡邊）が設置されている。
　次期太陽観測衛星計画「Solar-C」については、以下の2案
を並行して検討を継続した：即ち、プランA；太陽極域観測
ミッション－黄道面を離れ、未踏の太陽極域探査を行い、太
陽内部診断と太陽周期活動を駆動するダイナモ機構の解明を
目指す、プランB；高解像度太陽観測ミッション－太陽大気
の高解像度観測を追及するとともに、分光能力を大幅に強化
することで、光球・彩層・コロナの総合的物理過程の理解を
目指す、の2案である。
　また、平成21年度より、プランAにおける軌道・バス系の
検討ため、JAXA月・惑星探査プログラムグループ（JSPEC）
宇宙探査委員会における黄道面離脱型太陽観測探査機ワーキ
ンググループ設置し、今年度もプランAにおける軌道につい
て詳細な検討を行った。
　SOLAR-C計画との間で高い科学的シナジーを有するESA・
NASAの太陽観測ミッションの現状や世界の太陽および関連
コミュニティに与える影響の重大性という点に鑑み、適切な
国際検討体制の枠組みのもとで、両プランをさらに詰めてい
くべきであるとの見解に基づき、平成22年度も継続して国際
サブワーキンググループを編成して、集中的な検討を行った。
サブワーキンググループは、（a）軌道・バス検討（プランA）、
（b）ダイナモ・サイスモロジー観測の検討（プランA）、（c）
彩層磁場計測（プランB）、（d）UV/EUV高スループット分光
観測（主としてプランB）、（e）光子計数型X 線望遠鏡、の5
つで構成されている。
　米国「Heliophysics」コミュニティーを取りまとめる「Decadal 
Survey」へ「Solar-C」計画A案・B案をそれぞれ独立に白書と
して、その科学的な意義づけを提案した。そのため、NASA
との間に、JSSAC（Joint Solar-C Science Assessment Committee）
が形成され、日本から6名、うち台内3名（常田・関井・原）
が委員として参加した。
　平成 22年 10月開催の「第 3回SOLAR-C ScienceDefinition 
Meeting」、平成 23年 1月の「同国内会議」の議論を経て、
SOLAR-Cミッション提案中間報告書のとりまとめを行った。
またこれと並行して、Solar-C WG（幹事）にて、A案・B案の
実施優先順位付けに関する議論を展開した：検討項目として、
科学的意義に加えて、技術的成熟度、国内の科学的技術的ヘ
リテージ、国際的役割分担とそれらを考慮した経費の推定な
どを挙げて行った。結論として、B案を優先して「Solar-C」
衛星計画として位置付けることに決定した。
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4. その他の活動

　平成22年度はプロジェクトに所属する研究員として3名（一
般枠1名、プロジェクト枠2名、学振1名：このうち一般枠と
プロジェクト枠の各1名は年度途中で転出）が在籍した。
　科学衛星「ひので」による太陽物理学関連分野の研究を推
進するため、国内外の太陽関連の研究者に向け、「ひので」科
学会議を継続的に開催している。平成22 年度は10月11–15日
にイタリア・パレルモ市において、第4回会議を主催している。
　上記以外にも、ひので科学プロジェクトの研究教育職員は、
多くの太陽関係の国際シンポジウムに招待され、あるいは参
加をして、衛星計画、科学観測に関する講演を行っている。ま

た外国人研究者を受け入れての共同研究も推進している。平
成22年度にプロジェクトに来訪した外国人研究者は13名、う
ち長期（1ヵ月以上）滞在者は5名であった。

9.　RISE 月探査プロジェクト

表 1. 長期滞在者

氏名 所属（国）
Miesch, Mark 高高度天文台（米国）
Lee, Kyoung-Sun 慶熙大（韓国）
Rutten, Rob ユトレヒト大（オランダ）
Lin, Haoscheng ハワイ大（米国）
Song, Donguk ソウル国立大（韓国）

1. 月探査機かぐや（SELENE）

　月探査機「かぐや」は2009年6月に使命を終えて月面に制
御衝突を行った。RISE月探査プロジェクトは継続して、重力
データの解析を行っている。「かぐや」の成果に対して、RISE
月探査プロジェクトは、日本測地学会賞坪井賞（日本測団体
賞）を、受賞した。測地学会賞坪井賞は、測地学の発展に大
きな寄与をされた坪井忠二博士（故人）の業績を記念し、測
地学の分野で特に顕著な業績を揚げた研究者（個人・団体）を
奨励・顕彰するために設けられた賞である。受賞対象となっ
た業績は、「月探査周回衛星（SELENE）計画における月の測
地学の推進」である。

（1）かぐやデータの一般公開
　かぐやの取得したミッションデータは、生データ、地形、フ
リーエア重力異常データについては JAXAから直接公開され
ている。RISE月探査プロジェクトでは、地形、フリーエア重
力場に加えて、加工データである、ブーゲ重力異常、地殻厚
さのデータを、国立天文台のホームページから、2010年7月に
公開した。COSPAR会議に合わせた公開である。また、VLBI
の成果を入れた重力場など、データの更新も行っている。
（日本語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/
（英語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/en

（2）かぐや観測データの相関処理
「かぐや」で取得したデータ量は膨大であり、2009年6月の
運用終了後も引き続いて処理が行われている。遅延時間推定
と相関処理に当初予定以上の時間がかかり、また、かぐや観
測中は、衛星運用・観測を優先していた。2009年度に引き続
き、2010年度も技術支援員を雇用して、遅延時間推定・相関
処理をすすめて、子衛星観測分については、終了した。結果
は、重力場の向上につながっている。

（3）月重力場の高精度化と内部構造
　VLBI観測結果を加えた、かぐや重力場データの更新を行っ
た。新たなモデルSGM100iは論文として出版され（Goossens 
et al., 2011）、データも JAXA、国立天文台のサイトを通じて
公開されている。さらに、重力場のローカル解析を行う手法
を確立して、南極エイトケン盆地に適用した。地殻厚さデー
タを使い、衝突盆地や南極エイトケン盆地の内部構造の解析
を行った。

2. 将来月惑星探査計画

　国立天文台RISE月探査プロジェクトでは、「かぐや」に続く
将来探査計画でも、測地学的なアプローチで天体の内部構造
を明らかにすることを目指している。RISE月探査プロジェク
トの下のサブプロジェクト月惑星探査検討室では、将来月惑
星探査における測地観測の検討と機器開発を行っている。「か
ぐや」の成果を踏まえた上で、着陸機をふくむ次期月探査計
画SELENE-2の検討が精力的に行われ、さらに将来計画とし
て火星探査計画MELOSの検討も始まっている。

（1）VLBI観測による月重力高精度観測
　月の起源と進化を探る上で月深部構造、特にコアのサイズ、
密度、物理状態や組成は欠くことのできない重要なパラメー
タである。月重力場の低次項J2、C22と潮汐ラブ数k2からこれ
らに対する制約条件を得ることができる。かぐや（SELENE）
では、2つの小衛星に対して従来のドップラ観測と測距（ま
たはレンジング）に加えてVLBI観測が行われ、軌道精度が大
幅に向上した。リレー衛星の軌道精度の向上は、4-wayドッ
プラ観測を通した月裏側の重力場モデルの精度向上に繋がっ
た。しかし、観測データ量の不足や非保存力モデルの不確定
性が原因となり、月のコアパラメータに対して十分な制約を
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与えるには至っていない。
　そこで、特に、低次重力場係数とk2の精度改善を目的とし
た新たな月重力場計測ミッションをSELENE-2へ提案してい
る。すなわち、月周回衛星1機と月面に設置されるサバイバル
モジュール1機にVLBI用電波源を搭載し、同一ビームVLBI
観測を用いて重力場を計測する。かぐやでは2機の小型衛星
の軌道を同時に解いていたのに対して、SELENE-2では、電
波源の一方が月面に固定されており、これを基準としてもう
一方の電波源（周回衛星）の軌道を決定するという手法をと
る。また、電波源間の離角が常時同一ビームの条件を満たす
ように周回衛星の軌道を選定することにより高精度で大量の
VLBI観測データを取得し、低次重力場係数とk2の精度を効
率的に向上させることを目指す。
　本年度は下記の2項目について重点的に検討を実施した。
①同一ビームVLBI法と並行して検討している逆VLBI法につ
いて、搭載機器の省電力化、軽量化のため観測量の変更（遅
延時間から遅延変化率）と機器構成の変更を行った。また、
NASA/GSFCの研究者の協力を得て軌道・重力場解析プログラ
ムGEODYNⅡへ逆VLBI観測モデルを組み込み、数値シミュ
レーションによりSELENE-2における低次重力場係数とk2の
推定精度の見積もりを実施した。
②月面温度環境下（−200℃～ +120℃）にて使用可能なアンテ
ナの検討を進めた。サバイバルモジュール搭載用S/X帯アン
テナについて、方式、素材についてのトレードオフを実施し、
アルミナ基板を用いたパッチアンテナを選定した。基板につ
いては、熱衝撃試験により、物理強度、電気特性について問
題がないことを確認した。また、アンテナの詳細設計と特性
解析を実施し、X帯アンテナ単体については月面温度環境に
おいて所要の性能を満たすことを確認した。来年度前半には
S帯アンテナ単体の性能確認を実施し、BBMの製作、熱評価
試験を実施する予定である。

（2）月レーザ測距による月内部構造の研究
　アメリカのアポロ計画、ソ連の月探査計画により月面に設
置されたレーザ逆反射板に、地球上の望遠鏡からレーザを送
信して反射された光子を受光することにより、月と地球の間
の距離を正確に測定して、月の回転変動を調べることができる。
　反射板が月面の南半球にないこと、秤動により反射板アレ
イの両端の間で時間差が生じるため、月内部のエネルギー消
散過程に関係する微小変動を求めるには精度がこれまで不十
分であった。SELENE-2では、既存の反射板から離れた南半
球に新たな単一型の反射鏡を設定して、月回転変動を高精度
に測定することを提案している。
　2010年度は昨年に引き続き、月面に展開するためのホロー
型反射板を質量、光学、製造可能性の見地から検討を行っ
た。具体的には月の軌道運動と地球の自転運動に起因する
速度光行差をキャンセルして光量を増やすための最適パラメ
ターを計算で求めた。また、反射板の実現可能性を高める一
環として、月面上での重力および太陽光によって生じる鏡面

変形、および変形した鏡の光学性能のシミュレーションを実
施した。地上局のパラメター最適化を検討するため、高繰返
しレーザヘッドを導入し、NICTの衛星レーザ測距装置に取
り付け、試験的に月へレーザを照射する試験のための準備を
行った。データ解析では、メンバーの一人である野田が日本
学術振興会の優秀若手研究者海外派遣事業によりアメリカの
JPL（ジェット推進研究所）のWilliams博士の研究グループに
半年間滞在し、世界で唯一、月内部構造推定が可能なLLR解
析ソフトウェアを利用してデータ解析の経験を積んだ。将来
のソフト開発へ道筋をつけ、同時に観測のシミュレーション
を行った。

（3）月面天測望遠鏡による月内部構造の研究
　月面にPZT型の小型望遠鏡（ILOM: In situ Lunar Orientation 
Measurement）を設置して、月の回転運動変動を高精度に観測
することにより、月の内部構造を制約する研究を進めている。
月の軌道成分とは独立に測定できるため、この小型望遠鏡に
より消散過程に関係する月回転の微小変動を検出して、月中
心核が融けているかどうかを解明することができる。2010年
度はこれまでに引き続き、岩手大学と共同で、BBMモデル
を使った駆動試験、光学試験を行った。さらに反射鏡である
水銀皿の検討を進めている。温度条件が厳しいこと、サバイ
バルモジュールへの搭載が難しいこと、などにより、現在は
SELENE-2のあとの着陸船の候補機器となっている。とくに、
極域着陸の場合は、ILOMは優先度の高い候補機器と考えら
れている。

（4）火星探査における内部構造研究
　現在JAXAで検討を進めている火星探査計画MELOSにおい
て、着陸船が検討されている。複数着陸船もしくは、着陸船
と軌道船に電波源を搭載して、ドップラー観測およびVLBI
観測（相対VLBIおよび逆VLBI）を組み合わせることにより、
回転運動の高精度計測を提案している。これにより、火星の
内部構造（コアの溶融状態）が制限できるほか、大気と極冠
の間の二酸化炭素循環の総量変化も見積もることができる。

（5）その他の探査計画
　2014年に打ち上げられる日欧水星探査計画BepiColombo、
小惑星探査計画はやぶさ2のCo-Iとして活動している。また、
日米欧の共同計画となる2020年代の木星探査計画の検討を
JAXAとともに行っている。

3. 教育活動・広報

　かぐや関係の広報活動は継続して行っている。RISE月探査
プロジェクトのホームページの更新を続けている。アドレス
はhttp://www.miz.nao.ac.jp/rise/。かぐや関係のほか、小惑星探
査機「はやぶさ」帰還時の観測に参加した石原研究員が取得
した、「はやぶさ」帰還時の衝撃波音を観測時の写真とともに
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公開し、かなりのアクセスがあった。

4. 共同研究、国際協力

　岩手大学とは、月着陸探査機器（LLRおよび ILOM）の基礎
開発で共同研究を行っており、月1回、岩手大学工学部と国
立天文台水沢と交互に会合を開いている。2010年度は ILOM
のBBMを使った試験と、LLR設計案の作成を共同して行っ
た。4月に、RISE月探査プロジェクトと岩手大学工学部との
月面探査観測機器の開発研究に関する基本的事項についての
覚書き」の調印式を執り行った。本覚書は、1999年に調印さ
れた覚書きの2回目の更新であり、今後6年間にわたって月面
探査観測機器の開発研究を両者が協力して行うことになって
いる。
　かぐや衛星の観測で協力関係にあった、中国の上海天文台
のグループとは、データ解析と将来計画についての共同研究
を継続している。2010年の途中まで、河野名誉教授が上海天
文台に滞在、また、2010年に前研究員の原田氏が上海天文台
に雇用されている。一方、上海天文台グループの一員である
武漢大学のYan氏が2011年1月までの約1年間、水沢に滞在し
て、かぐやと中国の月探査衛星Chang'Eのデータを合わせた
重力場解析を行った。
　日ロ共同研究（学術振興会）（2012年度も更新）により、月
内部理論研究で強い実績のあるロシア・カザン大学のグルー
プと研究者の交流を行っている。2010年度は、Gusev氏が水
沢に滞在して共同研究を行った。

　このほか、アメリカ・ブラウン大学の廣井氏、NASAのNoble
氏との共同研究を行っており、廣井氏は2010年度に2回、水
沢にて宇宙風化作用の実験と隕石反射率の測定を行った。

5. 研究会開催

　2010年度のRISE研究会は、2011年2月28日（月）に、国立
天文台三鷹・講義室で開催した。すでに月探査衛星「かぐや」
のデータが公開されてから一年余りが経過し、月の内部構造・
起源・進化の解明を目指した研究は進行段階にある。そして、
「かぐや」の成果を発展させる形で、着陸機をふくむ次期月探
査計画SELENE-2の検討が精力的に進められている。さらに
将来計画として火星探査計画MELOSの検討が進められてい
る。2010年度のRISE研究会は、「かぐや」の成果をふまえた、
SELENE-2およびMELOSにおける観測提案・科学目標・技術
開発について議論を行う目的で開催し、口頭発表はすべて招
待講演で行った。16件の講演を行い、海外参加者を含むのべ
40名を越える参加があった。

6. 研究員の異動

松本晃司：准教授に昇任
浅利一善：水沢VLBI観測所を本務とする（2011年4月より）
菊池冬彦：研究員から専門研究職員へ（2011年4月より）
Goossens, Sander：研究員からNASA, Goddard研究所へ異動予
定

10.　ALMA 推進室

1. プロジェクト進捗状況

（1）アタカマコンパクトアレイ（ACA、いざよい）の開発・製造
　2010年度は、日本のALMA建設計画の7年目にあたる。
　2010年度末において、標高 5000 mの山頂施設に日本の
12 mアンテナが2台設置されている。標高2900 mの山麓施設
には、日本の12 mアンテナが2台、日本の7 mアンテナが5
台設置されている。日本が製造すべき16台のアンテナのう
ち9台がチリで組みあがっていることになる。
　ACA相関器を用いて、天体からの信号で初めてのフリン
ジ（干渉）が得られた。
　情報通信研究機構との共同研究により、世界最高性能の安
定度と精度を持つ基準光源の開発に成功した。

（2）受信機カートリッジの開発・製造
　バンド4およびバンド8カートリッジについては、量産を
継続している。2010年6月には、ALMA山麓施設に設置され
ている12 mアンテナに搭載されたバンド4、バンド8受信機で、

天体からの電波の受信に初めて成功した。
　ALMA最高観測周波数であるバンド10カートリッジの開
発を推進した。ミリ波サブミリ波帯での受信機では従来Nb
（二オブ）を用いた超電導SISミキサが使われてきた。しか
しながら、NbはGap周波数が700 GHz近辺であるので、バ
ンド10用SIS Junctionの伝送線路の材料には使えない。そこ
で、新しい材料としてNbTiN（窒化ニオブチタン）を使う研
究開発を行ってきた。2010年春には、超伝導科学技術賞を
受賞するなどその世界一の性能が注目されている。

（3）東アジア地域センター
　ALMAの共同利用を含む運用を日米欧で支えるのが地域
センターの役割である。3つの地域センターのマネージャー
はチリ・ALMA観測所の科学運用部長と連携して、ALMA
運用のための準備、ユーザーサポートの具体的な方法の議論、
日米欧の連携の仕方、チリでの運用の出張ベースでのサポー
ト、運用ソフトウエアの要求仕様の策定と試験の実施案、な
どを協議した。また、観測準備ソフトウエア、観測データ解
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析ソフトウエアの準備が着々と行われた。
　2009年度末に東アジア地域センターの為の建物が完成し、
2010年5月24日に完成式典を行った。
　2010年 4月 20–22日には、日米欧の地域センターマネー
ジャーとチリ・ALMA観測所の科学運用部長が国立天文台
三鷹に集まり、ALMA科学運用チーム会議が開かれ、初期
科学運用に向けての準備などに関して打合せがなされた。
　2011年1月13–14日にALMAユーザーズミーティング2011
を開催し、初期科学運用期のALMAの性能や観測提案の提
出方法についての説明を行った。
　日本の天文学コミュニティにおけるALMAを用いた研究
の進展を促すため、ALMAワークショップの公募を行った。
2010年度は9件を採択し、その開催を支援した。

（4）チリ事務所
　事務職員2名が赴任し、事務体制を開始した。また、国立
天文台独自のオフィスを構えた。2010年度末で、12名がチ
リに赴任している。

（5）ALMA計画全体の進捗
　2010年度末現在、10台（日本製2台、北米製8台）の12 m
アンテナが山頂施設に設置され試験観測が続けられている。
2010年12月にはALMAによる試験観測画像が公開され、試
験観測の進展とともにALMAの素晴らしい観測性能の一端
を示すものとなった。また2011年3月30日にはALMAを用
いた最初の科学観測の観測提案募集が告知された。

2. 広報普及、研究会主催

（1）広報普及
　教育広報主任の助教1名を採用し、広報体制を強化した。
　2010年5月に、地球惑星科学連合大会にALMAの説明ブー
スを1週間出展した。また2010年10月に開催された東京国
際科学フェスティバル・クロージングイベントおよび宙博
2010にもそれぞれALMAブースを出展し、多くの来場者と
の対話を通してALMAの概要や期待される観測成果、その
意義の周知を図った。
　2010年4月1日にウェブサイトをリニューアルした。画像・
動画コンテンツやニュース項目を充実させ、ALMA計画の
意義がわかりやすく伝わるように工夫した。またメールマガ
ジンも2010年度に6通発行し、ALMA建設の進捗をわかり
やすく伝わるよう努めた。
「世界ふしぎ発見！」（5月1日）、「世界の果てまでイッテＱ」
（5月9日）などのテレビ番組、日経サイエンス7月号に取り
上げられるなど、メディアからの着目度が上がってきた。
　1年間に、8件の一般講演会を行い、広報普及活動にも力
を注いでいる。

（2）研究会の開催

・2010/5　幕張メッセ
地球惑星科学連合大会　ブース展示

・2010/10/7　名古屋大学
Study of the Magellanic System and M33 by ALMA

・2010/9/29–10/1　国立天文台・三鷹
宇宙・銀河・星・惑星・生命の誕生

・2011/1/31-2/1　宇宙科学研究所
ALMA初期運用期の恒星研究

・2010/11/14–16　名古屋大学
ミリ波テラヘルツ波領域における低雑音受信機開発に関す
るワークショップ

・2011/2/10　国立天文台・三鷹
ALMA 初期科学運用での近傍銀河観測：準備はできてい
るか？

・2011/2/7–11　国立天文台・三鷹
東アジア干渉計冬の学校

・2011/1/13–14　国立天文台・三鷹
ALMAユーザーズミーティング2011

3. 国際協力（委員会等）

　昨年度に引き続き、ALMA関係では下記の委員会が開催
された。
・ALMA評議会
・ALMA外部評価委員会
・ALMA科学諮問委員会
・ALMA東アジア科学諮問委員会

4. 研究員の異動等

（1）採用
安井千香子　研究員
樋口あや　　研究員

（2）退職・異動
なし
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11.　重力波プロジェクト推進室

1. プロジェクト概要と進捗状況

　重力波プロジェクト推進室は、重力波による天文学の実現
を目指して重力波検出技術の開発研究を進めている。特に、天
文台内の300 mレーザー干渉計重力波検出器TAMA300や神岡
坑内に設置された東大宇宙線研究所の100 m低温検出器CLIO
を用いて、本格的な重力波観測装置である3km低温検出器
LCGTのための開発研究を行い、東大宇宙線研究所、高エネ
ルギー加速器研究機構、東京大学などと共にLCGT計画を推
進している。また、LCGTをさらに高感度化するための様々
な先端的な技術開発も行っている。また長期的視点で重力波
天文学の発展を目指して、京都大学、JAXA、法政大学など
と共に、スペース重力波アンテナDECIGOおよびその前哨衛
星であるDECIGOパスファインダーの開発も行っている。な
お、先端的技術開発やDECIGO/DECIGOパスファインダーの
開発は、先端技術センターの協力のもとで実施している。

（1）LCGT計画の推進
　TAMA300やCLIOによる開発研究の成果に基づいて本格的
な重力波観測装置として立案されてきたLCGT計画が開始さ
れたことを受け、計画推進に全面的に協力するため、出向を
含めた人的配置の変更が行われた。LCGT計画においては従
来通り、推進組織の運営にかかわるとともに、真空系や防振
系の設計や評価実験などで中心的な役割を分担し、干渉計制
御や光学系、データ解析などでも作業部会のメンバーとして
貢献した。

（2）LCGTの高感度化に向けた開発研究
　LCGT完成後の高感度化など第三世代検出器のための先端
的技術開発として、量子非破壊計測や変位雑音キャンセル法
の実験的研究を行っている。量子非破壊計測では、反バネ効
果を抑えるためのシステムの検討を行い、共振器内のビーム
の輻射圧自体により制御する方式を提案した。制御システム
を設計・試作し、基礎的な力学的性質を評価した。その結果、
実際の共振器に導入可能との知見を得た。変位雑音キャンセ
ル法の実験では、実験装置の真空化をして、真空環境下での
感度測定および雑音低減実験を行った。あわせて固定干渉計
の設計制作を行い、余剰雑音の同定・低減実験に取り組んだ。

（3）重力波を含むマルチメッセンジャー観測の研究
　LCGT完成後は、LIGOやVIRGOなどとともに重力波観測
の国際ネットワークによる重力波天文学の開始が期待される。
それにより、天体現象およびその周辺のエネルギー情報を持
つ電磁波、素過程の情報を持つニュートリノなどの素粒子の
観測に加えて、天体現象の起こる起点の情報を持つ時空の変
動を直接観測することが可能になる。これら複数の手段によ

る観測から、天体現象を多角的に理解しようとするマルチ
メッセンジャー観測が期待されており、予備的な研究として、
X線衛星RXTEとLIGO-VIRGOのコインシデンス解析や、早
稲田大学大師堂研が所有する那須の電波望遠鏡により検出さ
れた電波トランジェントとLIGOの観測データ間のコインシ
デンス解析を共同研究として行った。

（4）スペース重力波アンテナDECIGOの検討
　DECIGOは0.1 Hz~10 Hzの周波数帯を中心に重力波検出を
狙うスペース重力波アンテナである。DECIGOの狙う周波数
帯は白色矮星連星からの重力波雑音が小さいため、超高感度
の実現が可能である。DECIGOの前哨衛星として，技術実証お
よび重力波／地球重力場観測を目指す小型衛星計画DECIGO 
pathfinder（DPF）の開発では、宇宙にて試験マスを保持するた
めの機構について、これまでに得られた知見を設計に反映し、
試作を行った。また、試験マスの保持に用いられる静電容量
型センサー、静電アクチュエータについて、信号処理ボード
（BBM）との組み合わせ試験を行い、これらが総合的に動作
し、試験マスの保持を行えることを確認した。試験マスの変
位情報を補足するための補助センサー（レーザーセンサー）
の小型化を行い、動作することを確認した。

2. 研究会主催

第9回DECIGOワークショップ　2010/11/25　国立天文台

3. 国際協力（委員会等）

川村静児：The Gravitational Wave International Committee

4. 非常勤研究員の異動等

（1）採用
我妻一博　研究員
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1. JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画の検討、開発
 

（1）概要
　JASMINEミッションは、銀河系バルジのほぼ全領域の方
向（銀河系中心の周りの20° × 10°）をサーベイし、その方向
に対して我々から約10 kpc以内にある星々の距離や横断速度
を高い信頼度で求めるために、10万分の1秒角（10 μ秒角）と
いう高精度で星の年周視差、固有運動、天球上での位置を近
赤外線（Kw-バンド：1.5～ 2.5ミクロン）で測定する。高精
度（距離を正確に求めるのに必要とされる年周視差の相対誤
差が10%以内）で測定できるバルジの星が約100万個にもの
ぼる。銀河系の"核心"をつくバルジの位置天文サーベイ観測
は、観測データを使っての重力を担う物質の位相空間分布構
築による銀河系バルジの構造や構造の形成原因の解明、バル
ジ内での星形成史、およびそれらと密接に関わる巨大ブラッ
クホールとバルジとの共進化の解明に対して、大きな科学的
成果が期待できる。
　上記の中型科学衛星に相当する JASMINE計画の実現前
に、段階的な科学的成果の進展と技術的知識の蓄積のため
に2つの計画（超小型、小型）を先行的に進めている。先ず、
JASMINEの一部技術実証等を目的とする超小型衛星を用い
たNano-JASMINE（主鏡口径5 cm級）計画を進行中である。
小口径ながらヒッパルコス衛星と同等の精度の観測を行う計
画であり、Nano-JASMINEの観測データとヒッパルコスカタ
ログとの組み合わせにより、ヒッパルコスカタログより固有
運動の精度向上が期待されている。2011年度（8月以降）に
打ち上げられることが2010年2月に正式に決定した。さらに、
2017 年頃の打ち上げを目指して、小型 JASMINE（主鏡口径
30 cm級）を打上げる計画を進めている。銀河系中心付近の
バルジの限られた領域方向およびいくつかの特定天体方向の
みを観測し、先駆的な科学成果を早期に達成することを目標
とする。（中型）JASMINE（主口径は、80 cm程度）は、バル
ジ全域のサーベイを目的とするが、打ち上げは2020年代前半
を目標とする。国際的には、ESAは可視光で全天の10 μ秒角
精度での観測（Gaia計画）を、日本は銀河系中心方向の観測
に有利な赤外線によりバルジの観測を行うという役割分担を
担っている。

（2）平成22年度の主な進捗状況

1）検討室の体制
　JASMINE検討室の体制は、常任4名、併任9名（うち1名の
技術職員は、JASMINEに40%の割合で併任）、研究員1名、研
究支援員1名、大学院生2名であった。その他、国立天文台重
力波プロジェクト推進室、京都大学大学院理学研究科、JAXA
システムズエンジニアリング（SE）推進室・研究開発本部・

宇宙科学研究所、東京大学工学部、東京海洋大学、筑波大学
などのメンバーにも多大な協力をいただいている。

2）Nano-JASMINE計画の進捗状況
　日本での初めてのスペースアストロメトリの実行、今後の
JASMINE計画が行うオンボードでのデータ取得等の技術的
経験の蓄積、太陽系近傍での銀河系構造などの科学的成果を
目的として、超小型衛星を用いて実際のスペースで観測を行
うのがNano-JASMINE計画である。
　打ち上げに関しては、ウクライナのロケット開発会社であ
るユジノエ社が開発したサイクロン–4ロケットを用いて、ア
ルカンタラサイクロンスペース社（ACS社）がオペレートす
るブラジルの発射上から2011年度（8月以降）に打ち上げら
れることが正式に決定している。なお、打ち上げ決定に関し
ては、2010年4月12日に国立天文台主催で記者会見を行った。
その後、9紙に記事が掲載されるとともに、web上でのニュー
スにも多数掲載された。さらに、記者会見は、天文情報セン
ターの協力を得て、U-Streamで生中継され、さらにその後も
記者会見のビデオに1000件以上のアクセスがあった。以上の
ように、打ち上げに対する関心が高まってきている。
　Nano-JASMINE衛星の開発に関しては、実際に打ち上げる
衛星となるフライトモデル（FM）の組み立てを2010年10月
にほぼ予定通り完成させた。あと少しソフト面での開発や諸
試験を実行中である。
　さらに、Gaiaのデータ解析チームとの協力が順調に進ん
でいる。Nano-JASMINEはGaiaと観測手法が同じであるため、
先行するNano-JASMINEの観測データをGaiaチームの解析ソ
フトウエアのチェックのために使わせてほしいという申し出
があり、協力することとなった。これにより、Gaiaチームも
Nano-JASMINEのデータ解析を協力する。また、これにとも
ない、日本でもデータ解析チームの体制を強化し、本格的な
準備を開始した。さらに、Nano-JASMINEによる科学的成果
を検討するワーキンググループ（代表：西 亮一（新潟大））の
活動が開始された。

3）小型 JASMINE計画の検討・開発全般
　概要で記述したように、バルジの全領域方向を観測する従
来の（中型衛星版の）JASMINEへの科学的および技術的なス
テップとして、中型版に先駆けて小型 JASMINE計画を進めて
いる。小型JASMINE計画は、主鏡口径30 cmクラスの3枚鏡光
学系の望遠鏡を用いて赤外線（Hwバンド：1.1~1.7 μm）で位
置天文観測を行い、バルジ領域内の銀河系中心付近の数平方
度の領域方向、およびいくつかの興味ある特定天体方向に対
して、年周視差を10 μ ~ 50 μ秒角、固有運動（天球上を横切る
角速度）を9 μ ~ 47秒角／年の精度で測定し、この領域の星の
位置と運動のカタログを作ることを目的とする。これにより、

12.　JASMINE 検討室
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銀河系バルジの構造・形成史をはじめとし、銀河中心巨大ブ
ラックホールと銀河バルジとの共進化、X線連星の軌道要素
解明、恒星の物理、星形成、惑星系などの天文学や重力レン
ズ効果などの基礎物理の画期的な進展に寄与できる。地上か
ら観測されるバルジ星の視線速度や化学組成のデータと合
わせることで、より意義のあるカタログとすることが可能で
ある。バルジの限られた領域での観測データとはなるが、バ
ルジの星々の年周視差、固有運動が多くの星に対してはじめ
て精度よくわかることにより、バルジの構造形成モデルの判
別やバルジ星の形成史などがはじめて解き明かされる可能
性があり、大きな科学的成果が期待できる。
　なお、小型 JASMINEは、衛星システムに関する概念検討、
概念設計や小型 JASMINE衛星にとって重要な検討要素とな
る熱構造、姿勢制御、軌道などのサブシステムに関する詳
細な検討をエンジニア（JAXAシステムズエンジニアリング
（SE）推進室、研究開発本部、宇宙科学研究所）10名程度に
も協力していただき、2008年11月から集中検討を行っている。
　こういう背景のもと、2012年度に JAXA宇宙研で予定され
ている小型科学衛星シリーズ3号機公募へのミッション提案
を目指して、概念検討・設計、技術実証、国際的なプロジェ
クト連携、多岐分野にわたる国内コミュニティ有志から構成
されるサイエンスワーキンググループ（代表：梅村雅之（筑
波大））によるサイエンス検討を2010年度にも進めた。な
お、サイエンスワーキンググループでは、2010年度末に小型
JASMINEおよびNano-JASMINEで期待されるサイエンス、そ
の意義などを記載したレポートをまとめた。

　衛星システム全体の成立性の検討は、これまで行ってきた
概念検討や基礎開発をもとに、2009年度に引き続き2010年
度にも企業委託により行い、実現性のより詳細な確認と課題
の整理を行った。さらに、望遠鏡部の熱安定性、指向安定
性、高精度星像中心決定の実証といった個別の重要検討課題
については、インハウスで検討を引き続き進めてきた。以上、
現在までの結果だと技術的には設計上、実現性のおおよその
見込みが確かめられたが、いくつかの課題も残っている。そ
こで、総合的なシステム成立性のさらなる詳細検討、および
クリティカルな重要検討項目3点の重点的な実証実験等を引
き続き行い、ミッション提案までに課題をクリアしていく予
定である。
　また、銀河系バルジの解明を目指し、バルジの視線速度、
元素組成の観測を行っている海外の複数のグループとも国
際連携をとる体制がスタートした。特に、APOGEE計画のPI
であるS.Majewski（バージニア大学）より、APOGEEの継続
的発展として、バルジ観測に適した南天の望遠鏡にAPOGEE
と同じ高分散分光器を取り付け、バルジ観測を行うAPOGEE-
III計画の共同プロポーザルを出すことを提案され、その結
果、共同プロポーザルの提出を行った。また、上海天文台の
平教授より、小型JASMINEのサイエンスデータ受信を中国国
内の複数の電波望遠鏡で受信するサポートを行いたいとの
提案があり、協議を進めている。このように、小型 JASMINE
は国際的なサポートを得るとともに、サイエンスの成果へ向
けての国際協力も進みつつある。

13.　TMT プロジェクト室

　TMTプロジェクト室は次世代超大型光学赤外線望遠鏡計
画の推進を期して、平成17年4月に発足したELTプロジェク
ト室を、連携先がTMTに固まったことを受け、平成22年度
から改名したものである。6年目にあたる平成22年度は、専
任の教授2名、准教授1名、とプロジェクト研究員1名に、加
えて併任の教授1名、准教授2名、助教4名、研究技師1名の
12名体制で活動した。

1. TMT計画を巡る国際状況の進展

　平成22年度からは、TMT計画にインドが参加意向を表明し
ており、カリフォルニア工科大学とカリフォルニア大学に加
えて、カナダ、日本、中国、インド、米国の国際パートナー
による計画実現にむけて協議と予算確保に向けた運動を進め
ている。
　平成 22年 8月に米国で公表された天文学 10年計画白書
Astro2010の中では、全米科学財団NSFが次世代超大型望遠鏡
計画については、米国内の2つの計画TMTとGMTの比較評

価を行い、支援する計画を早急に決めて支援開始するように
勧告がなされた。
　マウナケア山頂でのTMT建設許認可の手続きは粛々と進
み、マウナケア山頂地区総合管理計画がハワイ州土地天然資
源局評議員委員会に承認され、環境評価書も提出され、平成
23年度中には建設許可が得られる見通しである。

図 1. TMTの完成予想図
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　国立天文台TMTプロジェクト室は、四半期ごとにパサデナ
で開催されるTMTボード会議や科学諮問委員会、外部評価委
員会に参加し、さらに適宜TV会議や電話会議を開催して各
パートナーの状況把握と今後の活動について意見交換を頻繁
に行った。
　国立天文台は平成23年度に準備費要求、平成24年度から8
年計画での建設本予算要求により、TMT建設に大きな貢献を
することを想定している。

2. 国内研究会や講演会活動

　TMT計画の推進状況について、TMTプロジェクト室ホーム
ページでの情報発信を充実し、TMTニュースレター 17号か
ら25号までを配信した。また日本語や英文パンフレットを製
作し、講演会などで展示して広報普及に努めた。
　今年度はTMT時代のサイエンスを展望する活動を広く行
い、大学関係者を含む76名の分担執筆により、検討成果を
「TMTで切り拓く新しい天文学（全392頁）」として平成23年

2月に刊行した。観測装置の基本検討と試作開発も具体化し、
TMT観測装置の具体設計や検討にTMT本部へ2名の若手研究
者を派遣したほか、国内グループの検討を進め、日本から合
計8名の参加により、その成果を平成23年3月にヴィクトリ
アで開催されたTMTサイエンスWSで発表した。

　日本天文学会年会やすばる望遠鏡公開講演会でのTMT講
演に加えて、日本光学会、高エネルギー物理学会、眼光学会、
レーザー学会、東京大学講演会、「宙博2010」（12月）などで
TMT計画に関する公開講演を行った。
　また昨年度より開始したTMT募金は24件、190万8400円の
募金をいただいた。

3. 日本のビジネスプラン具体化の活動

　日本側の貢献内容の具体化に向けて、主鏡セグメント製作、
第三鏡支持機構、観測装置、を軸に検討を進めた。
　TMTセグメント鏡の製作では、さしわたし1.5 mのフルサ
イズ極低膨張ガラス材を非球面量の最も大きい最外周セグメ
ントとして仕上げる試作加工を開始した。国内既存設備の有
効利用による早期試作を目標として、六角形成形後、特殊曲
げ研磨用ジグの試作採用を経て、鏡面形状の誤差低減の工程
を進めている。平成23年3月11日の東日本大震災の影響で工
程が数ヶ月遅延する見込みではあるが、この試作と大量生産
に向けた高速研磨法の確立により、主鏡セグメント供給の技
術確立を目指している。
　TMTの第三鏡の支持機構については、前例のない大きさ
でもあり、新しい鏡面支持機構の検討を進めた。国際パート
ナー間の製作範囲の調整に向けて、各国との協議を行った。

14.　太陽系外惑星探査プロジェクト室

　太陽系外惑星探査プロジェクト室は、国立天文台において、
系外惑星とその形成の観測のための総合的技術開発、および、
関連する系外惑星観測を組織し、系外惑星科学に興味をもつ
研究者が協力して、観測装置開発、研究推進、ミッションの
検討、共通する基盤技術のR&Dなどを行っている。また、こ
のプロジェクト室を主体とする系外惑星に関する国際協力も
推進している。具体的には、次の3つを柱として研究開発を
進めている。
1. 系外惑星研究のためのすばる望遠鏡用次期観測装置の開発
とそれらを用いた観測的研究の推進。

2. 地球型惑星直接観測のためのスペースミッション JTPFお
よび地上次世代超大型望遠鏡用観測装置の技術検討、国際
協力の推進。

3. 次期赤外線天文衛星SPICAのための観測装置とサイエンス
の推進。
　平成22年度の体制は、本務スタッフ2名、併任スタッフ5
名、本務研究員3名、関連する日本学術振興会研究員2名で
あった。査読欧文論文は30編、欧文論文23編、国際会議等講
演21回、学会発表は35回であった。

1. 系外惑星研究のためのすばる望遠鏡用次期観測装
置の開発とそれらを用いた観測的研究の推進

（1）HiCIAO（High Contrast High Contrast Instrument for 
the Subaru Next Generation Adaptive Optics）
　系外惑星、および、その形成の場としての星周円盤をすばる
8.2 m望遠鏡において「直接観測」するために、コロナグラフ
と同時差分撮像技術（偏光、多波長、角度の各々における差
分）を併用したモジュール型高コントラスト観測装置HiCIAO
の開発を完成させた。平成16年度より設計・製作を始め、平
成21年度には性能試験観測を終え、平成21年10月より第一
回すばる戦略枠プロジェクトSEEDS（Subaru Explorations of 
Exoplanets and Disks）観測を全国の研究者・海外研究者約100
名とともに開始した。平成23年度中には1024素子超補償光学
を併用した観測も計画している。

（2）IRD（Infrared Doppler Instrument）
　低質量星のまわりのハビタブル地球型惑星検出を目指した
赤外線ドップラー観測装置 IRDの実現のために、約1 m/sの視
線速度精度を持つコンパクトな高分散赤外線分光器の開発を
推進した。予算は平成22–26年度科研費特別推進研究（代表：
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15.　天文データセンター

1.概要

　天文データセンターは、基盤システム群の円滑な運用によ
る研究基盤の維持だけでなく、計算機共同利用や研究基盤の
今後の発展を目指した研究や開発も行っている。これらのシ
ステムは、DB/DAプロジェクト、ネットワークプロジェクト、
JVOプロジェクト、Hyper Suprime-Cam用解析ソフトウェア開
発プロジェクト、計算機共同利用業務で構成されている。

2.成果内容

（1）DB/DAプロジェクト
　DB/DAプロジェクトは、データベースとデータ解析に関す

る研究開発、および、天文データの運用（収集・管理・公開）
を行うプロジェクトである。天文カタログ、文献データベー
ス（ADS）、全天画像データ（DSS、DSS2）などの様々な天
文データを公開し、国内外の天文学研究者や教育関係者の利
用に供している（http://dbc.nao.ac.jp/）。
　すばる望遠鏡、岡山天体物理観測所188 cm望遠鏡、東大
木曽観測所105 cmシュミット望遠鏡、東工大ガンマ線バー
スト望遠鏡群（50 cm 2台）、広島大東広島天文台かなた望
遠鏡（150 cm）のアーカイブデータを公開しているSMOKA
（http://smoka.nao.ac.jp/）がその中核である。
　2010年度は、前年度に引き続き、SMOKAの高度検索機能
の開発や運用の効率化のためのシステム改良、新たなデータ
の組み込み、データの品質評価や較正に力を注いだ。その成

田村元秀）に基づく。光学設計、速度達成精度の検討、高分
散光学素子の検討、4096×4096素子赤外線検出器の導入検討、
実験室における要素光学系評価の準備、天体光・コム光導入
のためのファイバー選択、同装置の技術検討チームと同装置
を用いたサイエンスワーキンググループを結成し、これらの
進捗状況を学会等で報告した。さらに、光周波数コム発生実
験を進めその初期結果を公表した。系外惑星大研究会を主催
し、100名以上の研究者が参加した。

2. 地球型惑星直接観測のためのスペースミッション
JTPFおよび地上次世代超大型望遠鏡用観測装置の技
術検討、国際協力の推進

（1）JTPF（Japanese Terrestrial Planet Finder）
　地球型惑星を直接に観測し、そこに生命の兆候を探ること
をサイエンスドライバーとするミッション計画である。可視
光波長用としては3 mクラスの軸外し望遠鏡を想定している
が、汎用サイエンスにも使用可能である。高コントラスト化
のためのノウハウは地上・スペースで共通する部分が多いた
め、総合的なR&Dを行うことができる。国内ミッション検
討を進めるとともに、国際協力に基づくミッションの可能性
も検討している。基礎実験については、共同研究者とともに
JPLのテストベッドでの性能実証を進めた。コロナグラフと
干渉計関連の論文が2編査読誌に出版されたほか、多数の技
術論文を出版した。

（2）SEIT（Second Earth Imager for TMT）
　口径30 m地上次世代超大型望遠鏡TMTによる地球型惑星
検出を実現するための新しい観測装置SEITの検討を進めた。
共同研究者とともに概念設計を進め、TMTに向けた白書を作
成した。また技術論文を出版した。

3. 次期赤外線天文衛星SPICAのための観測装置とサ
イエンスの推進

　SPICAの単一（非展開）3.2 m口径と高感度を活かした高コ
ントラスト観測装置とサイエンス検討にミッション計画当初
より参加している。主星から比較的遠方にある惑星の撮像お
よび分光を目指したものである。SPICAは次年度のプロジェ
クト化を目指しており、今年度は装置レビューが行われた。共
同研究者とともにSPICAによる系外惑星関連キーサイエンス
の論文を出版した。

4. 研究活動・教育活動・啓蒙活動

　系外惑星およびその形成現場である円盤、さらに、関連す
る浮遊惑星、褐色矮星等の研究を推進し、合計27編の科学
的査読論文を出版した。とりわけ、HiCIAOによるAB Aurや
LkCa15の星周円盤の詳細構造の観測に基づく惑星存在の示
唆は、従来の研究とは一線を画する質を誇るものである。さ
らに、G型星の周りの系外惑星GJ758Bの分光、逆行する海王
星型惑星HAT-P-11Bの発見、星形成領域における初期質量関
数プロジェクトSONYCの推進、赤外線サーベイUKIDSSプロ
ジェクトによる多数（47個）のT型褐色矮星の発見、SIRPOL
による星形成領域の磁場構造の解明、SIRPOLによる巨大円
偏光領域の発見とホモキラリティなどが特筆に値する成果で
ある。すばる戦略枠観測SEEDSも順調に進んでいる。理論的
研究、トランジット法、ドップラー法による研究推進も行わ
れている。
　博士論文1名、修士論文相当（中間報告書）2名の指導を
行ったほか、総研大院生3名と他大学院生4名の研究指導を
行った。系外惑星、円盤、一般天文学に関する一般向け講演・
出版を多数行い、プレスリリースを3件行った。
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果として2010年6月に東広島天文台かなた望遠鏡のデータの
公開を開始した。7月には木曽観測所2k-CCDデータの位置較
正の結果を公開し、それをもとに、12月に前年度開発の重複
領域検索に木曽2k-CCDデータを追加した。また、2011年1月
には移動天体（小惑星、彗星）検索機能の試験版の公開を開
始した。さらに、移動天体検索機能の改良と運用化、すばる望
遠鏡のHiCIAO、FMOSのデータの組み込み作業を進めている。
　SMOKAのデータを用いて生産された主要査読論文誌掲載
論文は、2010年度は15篇あり、2011年5月現在で総計83篇に
達した。

（2）ネットワークプロジェクト
　天文データセンターは、本部（三鷹キャンパス）や各観測
所におけるネットワークシステムの運用と各地区ネットワー
ク間を接続している広域回線の運用を行っている。
　平成22年度は、主に、セキュリティシステムの更新および、
仮想化システムの運用を行った。セキュリティシステムの更
新では、ファイヤーウォールとして、統合型セキュリティ防
御システムであるパロアルトネットワークス社製機器を導入
した。本製品は、従来品の複数の機能を統合できる能力を有し
ており、運用費の圧縮も可能である。2011年度にかけて、本
製品への段階的な移管を進めている。
　仮想化システムは、複数のサーバを仮想化技術により統合
化し、複雑化するシステムの一元化と省電力化、分散化によ
る耐障害性を向上を目指し導入されている。システムは、ソ
フトウエアとして、ブイエムウェア社の製品を利用し、ハー
ドウェアとしては、スーパーマイクロ社製のサーバを使用し、
ストレージシステムや計算機システムの構成を行っている。
これらのシステムは、1年間にわたり安定して稼働している。
また、2011年3月に発生した東日本大震災による計画停電に
対しても、各物理システムを仮想化し、また、仮想化システ
ムを広域回線の中継地である東京都千代田区内のデータセン
ターに設置することにより、三鷹本部の停電による ICT環境
への影響を最小限にすることに成功している。

（3）データベース天文学推進室（JVOプロジェクト）
　データベース天文学推進室では、データベースを利用した
天文学研究を推進するため、世界中の天文データへのポータ
ルサイトである Japanese Virtual Observatory（JVO; http://jvo.
nao.ac.jp/）を開発・運用している。

1）JVO開発成果
　大量のデータを利用した高度な利用を可能にすべく、JVO
が提供するデータサービスをコマンドラインから利用可能に
するAPIとして、JVO Command（jc）の開発を行った。スク
リプトなどからこの jcコマンドを利用してJVOポータルへア
クセスすることで、検索条件を変更しながらのデータ検索の
自動化が可能となった。また、ユーザーデータの保存領域で
ある JVOSpaceへのアクセスも、jcコマンドにより可能であり、

ユーザーの計算機とJVOポータルサーバー間でのデータ移動
が容易に行えるようになった。
　昨年度開発したGoogle Sky APIを利用した、GUIベースの
データ検索を可能とする JVOSkyのデータコンテンツの拡充
を行った。本年度は宇宙科学研究所において配信されている、
Suzaku衛星のデータを検索できるようにした。
　従来の天文データサービスは、検索速度の制限等により、一
度に検索できるデータは天球上のごく一部の領域に制限され
ている。この制限をなくし、全天にわたるの大量のデータか
ら、利用者が希望する条件に適合するデータを一度に高速検
索する仕組みの開発を開始した。検索を並列実行する仕組み
を、フリーソフトウエアHadoopを利用することにより構築
し、約200億件のデータから希望するデータを約30分で検索
することに成功した。
　VOサービスで配信されているデータをクローリングする
機能の開発を行った。クローリング結果を利用することによ
り、より高速なデータ検索が可能となる予定である。
　すばる望遠鏡MOIRCS観測装置によって得られた撮像デー
タを自動処理するパイプライン処理システムを開発した。こ
れまでのSuprime-Camの可視光画像データの配信に加え、近
赤外データの配信準備を進めている。

2）学術的な成果
　JVOより配信されているデータを利用することにより、
2000個にものぼる赤方偏移0.3から3.0の活動銀河核（AGN）
について、その周辺の銀河数密度の分布を求めることに成功
した。その結果、遠方のAGNほど銀河が密集した領域に存在
し、銀河同士の衝突・合体が起こりやすい環境に存在するこ
とが確認された。これにより、超巨大ブラックホールの生成
メカニズムに対する重要な観測的示唆が得られた。本結果は
日本天文学会、欧文研究報告（PASJ）に掲載された。

3）研究会等の開催
　9月27–28日の2日間、京都大学宇宙物理学教室において、
VO出前講習会を開催した。参加人数は6名で、JVOポータル
の利用方法のほか、海外のVOグループが開発したVOに対応
したソフトウエアの利用方法についての講習を行った。
　地球物理、太陽物理、地球科学、高エネルギー物理、蛋白
質科学、遺伝学など他の自然科学分野も天文のヴァーチャル
天文台と同様に、国内外のデータ共有機構を構築しようとし
ている。これらの関係者間での情報共有や共同研究を進める
ため、「データ科学ワークショップ」を11月25–26日の期間、
筑波大学において開催した。様々な分野の研究者が集まり活
発な議論が行われた。
　12月7日－11日の期間、奈良県新公会堂において、国際バー
チャル天文台会議を開催し、VO の基盤技術確立へむけ仕様
策定を進めた。参加者は約80名であった。

4）国際協力
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16.　先端技術センター

１．組織と活動の概要

　昨年度は、装置開発の支援体制（設計・製作・評価）の充
実を図るため、マシンショップ、超精密加工ユニットおよび
デザインショップを統合し、メカニカルエンジニアリング
ショップ（MEショップ）を立ち上げた。今年度は、さらに
効率化を図るため、MEショップ居室を開発棟南101号室に移
設するなど、業務環境の整備を行った。今後は、設計技術者
等の採用、新規配属を実現し、MEショップを中心とした開
発体制の強化を図ってゆく。
　重点領域プログラムであるALMA受信機の製造・開発およ
びHSC開発を中心に人員を補強しながら進めている。ALMA
受信機の製造は順調に進行しており、今年度はALMA Band8
受信機4台を出荷した。ALMA Band10受信機開発では、量産
カートリッジ1号機の製造準備を開始し、これをもとに2010
年12月に出荷試験準備審査を開催した。
　HSC開発では、光センサー（完全空乏型CCD）を冷却する
ためのデュワーを製作し、冷却性能及び真空保持性能が十分

であることを確認した。また、シャッターおよび鏡面検査装
置（SH）本機の製作が完了した。2011年秋の完成、観測開始
に向けて、順調に進行中である。
　また、今年度は、天文台外の委員を含む先端技術専門委員
会が常設の諮問委員会として、正式に発足した。国立天文台
内での先端技術センターの役割の見直し、次世代プロジェク
トへの対応などについて議論しており、来年度中に報告書と
して諮問案を作成する予定になっている。
　3月11日の震災では、幸い、人的な被害は皆無であり、大
きな物損等も発生しなかった。しかし、その後電力不足と節
電対応により、ALMA受信機の出荷およびHSC開発のスケ
ジュールに若干の遅れが発生している。来年度夏、電力不足
による停電が発生した場合、受信機出荷スケジュールに大幅
な遅延が発生するものと懸念しており。現在、自家発電機の
設置や不要不急の装置一部停止など、今夏の電力不足への対
策を検討中である。

2．ワークショップおよび開発支援設備

　大石は2009年8月よりIAU第5委員会のpresidentを務めてい
る。大石は2009年5月より、多様な科学分野における世界の
データ共有フレーム構築に向けた議論を進めるための ICSU
の Ad HocStrategic Coordination Committee on Informationand 
Data（SCCID）の委員を務めている。大石は、欧州VAMDC
プロジェクトの科学アドバイザリーボードの委員を務めてい
る。大石は、2009年8月より、電波天文観測を干渉電波から
保護するための国際グループであるIUCAFのchairmanを務め
ている。

5）科研費以外の外部資金
　国立情報学研究所より委託研究費300万円。

6）主な訪問者リスト
　George Djorgovsky, California Institute of Technology

（4）Hyper SuprimeCam用解析ソフトウェア開発プロジェクト
　HSC解析ソフト開発プロジェクトは、すばる望遠鏡次世代
超広視野可視光カメラ（Hyper SuprimeCam：HSC）のデータ
解析ソフトウェアおよび解析結果等を管理、提供するための
データベースの開発を行うプロジェクトである。
　2009年1月より開始された本プロジェクトでは、現在、104
枚のCCDを用いたHSCのデータを効率よく、かつ精度よく解
析するために、処理の並列化や分散化、カメラ独自の光学的
歪みの補正方法や天体の位置や明るさの較正方法の検討、お
よび実装などを行っている。
　2010年度は、観測データをよく再現したシミュレーション
データを作成し、それを解析することで、現状の解析ソフト

ウェアの問題点などを洗い出した。また、解析処理後のデー
タを管理するためのデータベースの設計にも着手し、解析ソ
フトウェアとの結合作業のためのインターフェースの検討も
開始した。

（5）計算機共同利用業務
　大学共同利用機関としての主要業務である各種計算機の共
同利用の中核は、レンタル計算機群が担っている。平成20年
3月4日から共同利用を開始した新計算機システムは、ハード
ウエア的性能向上の実現もさることながら、天文データの利
用や解析に特化した構成とソフトウエアの充実、運用の効率
化を図った。
　ユーザ数は、2010年度実績で、135名となっている。
　また、各種講習会を開催しており、会期と参加人数はそれ
ぞれ、以下の通りである。
第1回 IRAF講習会　2010年7月12日－14日　参加者7名
第2回 IRAF講習会　2010年11月24日－26日　参加者6名
第3回 IRAF講習会　2011年2月16日－18日　参加者5名
IDL講習会　初心者編　2010年7月1日－2日　参加者18名
IDL講習会　FITS データ解析編　2010年8月23日－24日　
　参加者9名
VO講習会2010 2010年9月27日－28日　参加者6名

3.その他

　広報活動として、ADCからのお知らせをNo.105からNo.164
までの60本発行した。これらは、電子メールおよびWEBに
よって広報されている。
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（1）メカニカルエンジニアリングショップ
　昨年度よりメカニカルエンジニアリングショップ（ME
ショップ）を発足させた。これまでのマシンショップ、デザ
インショップ、超精密加工ユニットを一元化し、加工依頼業
務に加え、設計から製作・検査まで一貫して行うことにより
顧客（共同利用）のニーズにより的確に対応する体制を目指
している。ALMA受信機部品の量産などに不可欠な高精度加
工実現に対応するため、最新型ワイヤー放電加工機を設置し
た。また、改善課題となっていたMEショップ居室は開発棟
全体の整備を進めた結果、新たに設けることができた。おも
な製作依頼品ではNano JASMINE衛星のミッション部構造体
のフライト品などを担当した。
　超精密加工関連では、外部機関との共同開発研究および、
製作依頼への対応について取り組んだ。共同開発研究では分
子科学研究所・名古屋大学と連携して脆性材料の超精密加工
実験を行った。その中で高純度多結晶シリコンを材料とした
電波カメラ用9素子レンズアレイの試作に成功し、天文学に
関する技術シンポジウムでその結果について発表した。製作
依頼への対応については光赤外研究部からの軸外し放物面
鏡、ハイパーシュープライムカムのCCDピンベース加工など
の製作を担当し完成させた。
　MEショップでは、平成22年度は103件の製作・修理依頼
を受け、前年度からの繰り越し11件を含む114件中99件を完
了し、15件は平成23年度に繰り越した。外部機関の利用は5
件である。平成22年度依頼件数を以下に示す（括弧内はH23
年度への繰越数）。

（2）特殊蒸着ユニット
　東大宇宙線研究所と共同で、薄膜コーティング技術を利用

した高精度光学素子の開発研究を行った。今年度は、膜厚制
御の周辺回路とソフトウェアの修正・追加を行い、成膜精度
の向上を図った。また、面精度の測定精度改善のため、干渉
計を使った測定の基礎実験を行った。

（3）オプトショップ
　測定器利用件数は、325件であった（ATC内部：109件、
ALMA関係：36件、台内、東大天文センター：143件、台外：
37件）。また、測定に関する相談に対応した（41件）。大型三
次元測定器LEGEX910の利用は、34件あった。操作にあたっ
ては一週間程度の講習を必要とするため、限られたメンバー
のみで測定作業を行っているが、ALMA、HSCを中心に前年
度より利用が増え、稼動日数は96日であった（ALMAとHSC
で18件（各グループの測定者が利用）、オプトショップでの
測定代行は16件）。

（4）設備管理ユニット
　空調設備でMEショップ（旧マシンショップ）の空調6台全
部の更新を行った。建物関係でALMAが居室で使用した後の
実験室化が実現した。年次点検は光学実験室、SIS実験室の
局所排気装置（光学実験室1台、SIS実験室3台合計4台）、冷
却水設備の点検を行った。SIS実験室の局所排気装置3台は届
出漏れしていたため、排気口における濃度測定結果を沿えて
労働基準監督署に申請した。
　開発棟（北）大クリーンルームは JASMINE、WISH、太陽
（Solar-C）、HSC、CLASPの6プロジェクトが利用し、Nano-

JASMINE衛星は光学アライメント試験をクリアし出荷した。
HSCはCCD冷却器試験が連続して行われるなどスケジュー
ルに沿って進捗している。
　2011年3月11日の大地震で開発棟（北）クリーンルーム
の天井パネルの繋ぎが全面にわたり剥がれる被害が出たた
め改修を申請した。この大地震で開発棟の建物各所にヒビが
入ったが大きな割れ目が生じるまでに至らなかった。CE設
備、窒素ガス配管路は亀裂被害などの発生はなく問題なく運
用している。

（5）スペースチャンバーショップ
　2010年度の共同利用実績は次ページ表1のとおりである。
国立天文台内、台外のプロジェクトの試験に幅広く設備が利
用された。今年度、新規設備として冷凍機を導入した。冷凍
機を用いることによって、液体窒素温度以下（到達温度30K）
の冷却実験が可能になり、また利用者の液体窒素経費の負担
が減少する。

（6）スペースオプティックスショップ
　ロケットや人工衛星など宇宙空間からの天体観測を推進
するための活動が、将来のスペース計画の実現を目指す形で
進行している。平成22年度は、WISH、SOLAR-Cという2つ
の衛星計画の実現に向けた基礎開発が行われた。それぞれ

前年からの繰越 11（2）
先端技術センター 18（2）
ハワイ観測所 3（1）
HSC 12
JASMIN 5（1）
光赤外研究部 2（1）
太陽観測所 5
ひので 1
SOLAR-C/CLASP 11（1）
ALMA 35（4）
ASTE 1
DPF 2
天文情報センター 2
天文シミュレーション 1
外部機関 5（3）
東大天文センター 2（1）
JAXA/ISAS 1（1）
北海道大学 1
法政大学 1（1）

合計 114（15）
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が、JAXA理学委員会のワーキンググループの共同研究と位
置づけられている。WISHでは衛星システム検討のほか、望
遠鏡の構造材の候補である炭素強化プラスチックの低温物性
の試作評価、大型近赤外線フィルタ交換機構の試作・環境試
験が行われた。このうち、ATCでは特に動作熱真空環境下で
の耐久動作試験が行われ、軌道上で想定される10万回の動作
実証に成功した。SOLAR-Cでは、SOLAR-C検討室が進めて
いる検討・基礎開発のうち、可視光領域で動作する100mA透
過幅の宇宙用狭帯域フィルタと真空紫外線領域の高精度偏光
ポラリメータに関する基礎開発がATC内で行われた。狭帯域
フィルタ開発では、光学素材の選定を干渉計による波面測定
や偏光特性測定により行い、来年度より実験機の性能評価を
進める予定である。真空紫外線領域で動作する高精度ポラリ
メータでは、直線偏光成分取得に必須である半波長板の開発
に成功し、偏光解析装置開発の目処をつけることができた。

3. プロジェクト支援

　昨年度は年2回の共同利用公募を行い、共同開発研究（11
件）および施設利用（31件）として先端技術センターの設備
を用いた開発が行われた。成果報告については、先端技術セ
ンターのホームページで公開している。

4. 重点領域開発

（1）SIS 素子開発（超微細化工ユニット）
　昨年度に引き続き、ALMA仕様を満たすバンド4、8受信
機用デバイスの継続的な供給を行っている。これまで課題で
あったデバイスの収率も大幅に改善され、受信機の本格的量
産に対応できる見通しが得られた。

　バンド10受信機用デバイスに関しては、課題であった高品
質NbTiN薄膜の作成が可能となった。バンド10受信機用SIS
デバイスのATC内での完全内製化が可能となり、受信機製造
時におけるデバイス供給とALMA完成後の受信機保守用デバ
イス供給に明るい見通しを得た。
　なお、3月11日の地震により、SIS素子製造装置の1台が稼
働不能となった。当該装置はバンド10受信機用SIS素子の製
造に利用していたもので、現在は、バンド4、8受信機用素子
を製造している装置を流用しており、デバイスの製作は継続
している。ただし、この装置を利用する時間が過密化してお
り、バンド10デバイス製造スケジュールに若干の遅れの発生
が不可避となっている。

（2）ALMA Band4
　2号機出荷に向けての準備や、詳細設計審査（CDR）の要処
置事項（A/I）の処置を行った。振動試験を行い、カートリッ
ジ型受信機の機械設計の修正を行った。塩害に対する常温光
学系のメッキ処理をMEショップとともに行った。米国イン
テグレーションセンターで取得されたデータと天文台で取得
した総合試験データの比較を行い、測定精度について考察し
た。量産部品の購入を進めた。振幅0.3%程度の不定振動が見
つかり、対応策を検討した。
　2011年3月11日の大震災・その後の計画停電・節電により、
1ヵ月程度出荷が遅れた。

（3）ALMA Band8
　2号機から5号機までを出荷した。測定システムの高精度
化・自動化に取り組み、量産体制を確立した。振動試験を行
い、部品の補強を行った。部品の測定システムの改良を進め
た。米国インテグレーションセンターで取得されたデータと

プロジェクト 内容 利用設備 利用期間

ひので科学プロジェク
ト

CLASP
太陽観測ロケット搭載望遠鏡の光学素子の特性測定

大クリーンルーム／中クリー
ンルーム／小型真空チャン
バー／ TQCM

2010年4月－

SOLAR-C
シリコン接着剤の汚染評価

大クリーンルーム／小型真空
チャンバー／サーキュレータ
／ TQCM

2010年4月－

WISH フィルタ交換機構の耐久試験
大クリーンルーム／小型真空
チャンバー／液体窒素供給設
備

2010年12月

Hyper-Suprime Cam エレキ基板のアウトガス測定 大クリーンルーム／小型真空
チャンバー／質量分析計 2010年4月－

ALMA Band8 受信機カートリッジ部分のアウトガス測定 大クリーンルーム／小型真空
チャンバー／ TQCM 2010年9月－

南極ドームふじ基地でのサイト調査用赤道儀と赤
外線分光器の低温試験 恒温槽 2010年4月－

機関 プロジェクト 内容 利用設備 利用期間
JAXA
宇宙科学研究本部 SOLAR-C アウトガス測定 TQCM／サーキュレータ／質

量分析計 2010年4月－

表 1. 2010年度スペースチャンバーショップ共同利用実績
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天文台で取得した総合試験データの比較を行い、測定精度に
ついて考察した。量産部品の購入を進めた。
　2011年3月11日の大震災・その後の計画停電・節電により、
1ヵ月程度出荷が遅れた。

（4）ALMA Band10
　初期量産カートリッジ1号機の出荷を目指し、準備を進め
た。出荷に必要な試験データを取得するための試験装置およ
び試験方法を確立した。これに基づき、出荷試験準備審査
（Test Readiness Review）を2010年12月に開催した。初期量
産用部品を用いた受信機を組み立て、試験手順に従った電気
的・機械的性能試験を行い、主要なALMA仕様を満たすこと
を確認することで、設計の妥当性を実証した。初期量産カー
トリッジ用部品の購入を進め、6号機までの部品を調達した。
ミキサー素子開発に関しては、情報通信研究機構（NICT）と
協力して信頼性の高い作製プロセスを開発中であり、これま
で性能の高いミキサー素子も得られているが、量産には至っ
ていない。今後のミキサー素子の量産や長期運用時の性能維
持、アップグレードなどのための人的リソースの確保に課題
がある。

（5）HSC
　本研究はすばる望遠鏡の特長を十二分に活かし、他の既
存の巨大望遠鏡では実現不可能な超広視野の主焦点カメラ
（Hyper Suprime Camera = HSC）を開発・製作し、この新装置
を用いて最低1000平方度超の広域撮像探査を行うものであ
る。探査天域に含まれる銀河の数は2億個程度と推定され、こ
れらの銀河の形状解析から（弱い）重力レンズ効果による系
統的形状歪みを検出することにより、遠方銀河と我々の間に
介在する（暗黒物質を含めた）全質量の分布を求めて「質量
分布地図」を作成する。
　平成22年度は以下のような進捗があった。
・116個の光センサー（完全空乏型CCD）を冷却するための
デュワーを製作し、冷却性能及び真空保持性能が十分である
ことを確認した。CCDの全インストールは2011年夏を予定し
ている。
・シャッター及び鏡面検査装置（SH）は試作機の評価を踏ま
え、本機の製作が完了した。CCDを読み出すエレクトロニク
スについては、全システムを冷却デュワーに組み込み問題な
く動作することを確認した。
・補正光学系を構成するレンズ部は発注先のキヤノン栃木工
場で昨年度末に完成し、所期の性能が出ていることが確認さ
れた。
・望遠鏡との機械的インターフェースを担う部品（主焦点ユ
ニット）は三菱電機において設計製作が完了し、性能評価を
行っている段階である（2011年5月完了予定）。
・観測データを処理するためのデータ解析システムは、現行
のすばる主焦点カメラをより効率よく解析するシステム構築
を開発することを通じて、必要な技術課題の洗い出しを行っ

てきている。
　HSCは2011年秋に完成させ、観測を開始する予定である。

5. 先端技術開発

（1）電波カメラの開発
　ミリ波からテラヘルツ帯の超伝導電波カメラの開発を進め、
以下の成果を挙げた。
・超伝導共振器型電波カメラの開発を行い、electric NEP ~10−17  
W/Hz1/2を達成した。
・超伝導共振器型電波カメラの雑音を調べるために、高品質
アルミニウム超伝導を製作し、結晶性・表面粗さ・残留比抵
抗を調べた。
・MEショップが試作した9素子電波カメラ用シリコンレンズ
アレイを用いてビームパターンを計測した。
・電波カメラ100素子の光学設計を行い、試作の準備を行った。
また、素子の歩留まりを高める方策を検討した。
・GaAs JFET集積回路の開発を行い、極低温で動作する32ch 
moduleの評価を行った。
・超伝導共振型電波カメラの1000素子読出し回路の設計を
行った。
・特別公開に電波カメラのデモンストレーションを行った。

（2）完全空乏型CCD（光検出器ユニット）
　今年度は、Hyper Suprime-Cam用CCDの受け入れ検査が主
な活動内容である。100個以上のCCDを静電気破壊等がない
よう安全に取り扱うために、アース線の引き回し、服装の管
理、湿度の管理など、考え得るものに力を注ぎ、検査に取り
組んだ。その結果、良好なCCDがそろいつつある。
　尚、静電気対策は、HSCに限らず検出器を扱う観測装置に
は、広く共通するものであるため、今回の対策を一般的な情
報にまとめ、天文内外のグループへの情報公開を始めている。

（3）重力波
　第三世代地上重力波検出器のための先端的技術の開発、お
よび宇宙大型重力波観測装置と、その前哨衛星に関する開発
を行った。
・量子非破壊計測：反バネ効果を抑えるためのシステムの検
討を行い、共振器内のビームの輻射圧自体により制御する方
式を提案した。制御システムを設計・試作し、基礎的な力学
的性質を評価した。その結果、実際の共振器に導入可能との
知見を得た。
・変位雑音キャンセル法の開発：実験装置の真空化を行い、真
空環境下での感度測定および雑音低減実験を行った。あわせ
て固定干渉計の設計制作を行い、余剰雑音の同定・低減実験
に取り組んだ。
・重力波観測衛星の開発：宇宙にて試験マスを保持するため
の機構について、これまでに得られた知見を設計に反映し、
試作を行った。また、試験マスの保持に用いられる静電容量
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型センサー、静電アクチュエータについて、信号処理ボード
（BBM）との組み合わせ試験を行い、これらが総合的に動作
し、試験マスの保持を行えることを確認した。試験マスの変

位情報を補足するための補助センサー（レーザーセンサー）
の小型化を行い、動作することを確認した。

17.　天文情報センター

1. 概要

　当センターは、国立天文台のみならず天文学全般の科学的
成果の一般社会への広報・普及・啓発、新発見天体の通報対
応、および日の出・日の入りなど市民生活に直結した暦など
の天文情報の提供を目的とした組織である。平成22年度か
ら出版係、総務班を室に改めて、広報室、普及室、暦計算室、
アーカイブ室、図書係、出版室、総務室および平成19年度9
月から発足した時限付きサブプロジェクト：科学文化形成ユ
ニットを含めて、6室1係1ユニット体制で運営した。下記の
活動報告は部署毎に記述する。

2. 人事

　平成22年度における当センターは、福島登志夫センター長
以下、教授2名（渡部潤一教授が6月准教授より昇格）、准教
授1名、助教2名（うち併任1）、研究技師4名（うち併任1）、
技師1名、技術員1名、係長1名、再雇用職員1名、専門研究
職員6名、広報普及員11名、研究支援員5名、事務支援員4名、
技術支援員1名の体制であった。
　4月1日付で普及室に大島紀夫研究技師と伊東昌市広報普及
員、科学文化形成ユニットに藤田良治専門研究職員、三上真
世専門研究職員、10月1日付で保谷彰彦研究支援員が着任し
た。なお、8月31日付で藤田良治専門研究職員、11月30日付
で半田真弓事務支援員、12月31日付で鈴木恵理子事務支援員、
平成23年3月31日付で室井恭子広報普及員、佐藤幹哉広報普
及員、野沢由依技術支援員が退職し、同日付で山崎裕子図書
係長が異動した。
 
3. 広報室の活動

　今年度も従来と同様、すばる望遠鏡、ひので科学プロジェク
ト、系外惑星探査プロジェクト、野辺山宇宙電波観測所をは
じめとする各プロジェクトの成果や、アルマ・プロジェクト
の進捗状況などを中心に、記者会見やウェブリリースを通じ
て積極的に広報活動を展開した。また、流星群など社会的に
話題となる天文現象を取り上げ、キャンペーンを行ったほか、
インターネットの状況の変化に応じて、ニュースの発信形式
を変更し、またツイッターなどの新しい情報発信手法の活用
を開始した。特記事項として、東日本大震災に対応し、ウェ
ブページなどで被害状況や計画停電情報を迅速に提供した。

（1）一般質問受付
　マスコミや官庁、一般からの質問に対応した件数は、電話
は6,877件（表1）、手紙は143件、うち公文書は79件であった。
また、インターネットを通じた質問は349件（表2）であった。
※3月14日（月）～ 3月21日（月・祝）は、東日本大震災の
影響により電話、電子メールによる一般からの質問受付を休
止した。

（2）マルチメディアによる情報公開
　国立天文台のホームページ（http://www.nao.ac.jp/）を管理・
運営し、インターネットによる情報公開を行っている。ホー
ムページへのアクセス件数は、全体で約3,963万件となり、月
別には表3の通りとなっている。但し、サーバートラブルの
ため、2011年1月末6日分のデータは入っていない。また、3
月については、東日本大震災の影響による計画停電のため、
ウェブサーバ停止期間が含まれている。
　最新の天文学の情報を電子メールで発信する「国立天文台
アストロ・トピックス」は、2010年4月～ 6月の3ヵ月間で
544号～ 556号を発行した。アストロ・トピックスは、単一の
テーマを詳しく解説する形式であったが、インターネットで
元情報にアクセスできるようになった状況を鑑み、いくつか
のニュースをヘッドライン形式でまとめ、リンク先を紹介す
る「国立天文台メールニュース」として、7月にリニューア
ルし、1号～ 34号発行した。従来通り、天文現象の音声案内
サービス「テレフォン天文情報」も月2回更新で計24号発行
した。平成16年度からはじめた双方向型の情報発信事業であ
る天文現象キャンペーンは、4件（2010年8月「夏の夜、流れ
星を数えよう」1,589件、2010年10月「地球に近づくハート
レイ彗星を捉えよう」617件、2010年12月「ふたご座流星群
を眺めよう」3,417件、2010年12月「皆既月食を観察しよう」
914件）を実施したが、いずれも当日の天候にあまり恵まれ
なかった。また、スター・ウィークにともないリンクバナー
キャンペーン（バナー設置件数：100件）を実施した。
　2010年10月より、ソーシャル・ネットワーキング・サービ
ス（SNS）の1つTwitterを活用した情報提供を開始した。天文
情報センターのアカウントより、国立天文台の各プロジェク
トの進捗状況、施設公開や三鷹地区の定例観望会の開催案内、
人事公募等の情報発信を行っている。2011年3月末現在での
フォロワー数は2,290件、総ツイート数は285件（半年間）で
あった。
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太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～ 6月 295 155  52 14 297 104 129 648 1694
7～ 9月 235 233  95 10 489 125 112 648 1947

10～ 12月 318 319  82  8 464 108 108 580 1987
1～ 3月 258 144  67  6 160 105  74 435 1249
総　計 1106 851 296 38 1410 442 423 2311 6877

太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～ 6月  4  9  1  1 24  7 36 27 109
7～ 9月 10  1  0  1 26 12 26 21  97

10～ 12月  5  2  4  2 20  6 34 21  94
1～ 3月  4  7  4  0  6  5 14  9  49
総　計 23 19  9  4  76 30 110 78 349

月 件　数 月 件　数 月 件　数
2010／ 4 2,142,589 2010／ 8 3,933,405 2010／ 12 5,065,711
2010／ 5 2,571,786 2010／ 9 3,736,977 2011／ 1 3,963,433
2010／ 6 2,752,438 2010／ 10 3,442,524 2011／ 2 3,075,936
2010／ 7 2,801,171 2010／ 11 3,563,618 2011／ 3 2,584,943

合　　　計　　　　39,634,531

表 1. 国立天文台天文情報センター広報室・電話応答数　（2010年 4月－ 2011年 3月）

表 2. 国立天文台天文情報センター広報室・インターネットによる質問応答数　（2010年 4月－ 2011年 3月）

表 3. 国立天文台天文情報センター広報室・ホームページ月別アクセス件数　（2010年 4月－ 2011年 3月）

（3）成果公開

　今年度は、記者会見8件とウェブリリース9件を合わせて、
計17件の成果発表を行った。2010年4月『宇宙の特殊な光か
ら地球上の生命の起源に新知見』、2010年4月『超小型位置天
文観測衛星Nano-JASMINE（ナノジャスミン）の打ち上げ正
式決定』、2010年4月『すばる望遠鏡が捉えた暗黒物質分布の
"ゆがみ "』、2010年5月『太陽系に存在する最も希少な同位体
タンタル180が超新星爆発のニュートリノで生成されたこと
を解明』、2010年5月『太陽観測衛星「ひので」による観測で
白色光フレアの起源が明らかに！』、2010年7月『すばる望遠
鏡　謎のダークガンマ線バーストの正体に迫る』、2010年9月
『野辺山45 m電波望遠鏡が捉えた、ガス同士の衝突による星団
の形成』、2010年9月『初期宇宙に大量のモンスター銀河を発
見』、2010年10月『ハイブリッド・ブラックホールジェット：
スーパーコンピュータが解き明かした新タイプのジェット』、
2010年11月『すばる望遠鏡、かみのけ座銀河団に広がった電
離水素ガス雲を多数発見―銀河団に引きずり込まれガスを剥
がされる銀河たち―』、2010年11月『世界最高性能基準光源
を開発～安定・高精度・高速の三拍子そろった光信号の発生
に成功～』、2010年11月『巨大ブラックホール誕生の解明に
手がかり：暗黒モンスター銀河に原始クエーサー最有力候補
天体を発見』、2010年12月『衝突する直前の双子のブラック
ホールを発見』、2010年12月『すばる望遠鏡、大きく傾いた
軌道を持つ惑星系を次々に発見』、2011年2月『世界で最も鮮
明な惑星誕生現場の画像～巨大惑星が描く円盤の模様を写す
～』、2011年2月『誘発的星形成の手がかりを発見』、2011年
3月『すばる望遠鏡、爆発的星生成銀河M82の銀河風の起源
を解明』。

「科学記者のための天文学レクチャー」は、昨年度に引き続
き今年度も2回開催した。通算第14回として、次世代超大型
望遠鏡計画として注目を集めるTMT（Thirty Meter Telescope）
についての話題提供『超大型望遠鏡の時代に向けて―30 m望
遠鏡（TMT）計画―』を2010年10月26日（火）に開催、20
社38名の参加があった。講演は、①「TMTプロジェクト概要
（家正則）」、②「望遠鏡計画の概要（山下卓也）」、③「TMT
で期待される科学成果（柏川伸成）」という内容で行った。ま
た、第16回は、ODA、有志団体、IAUの戦略等の様々な形で
行われている海外への天文学支援について、特に日本の果た
す役割に重点を置いた『海外への天文学支援：日本の役割』
を2011年1月14日（金）に開催、14社27名の参加があった。
講演は、①「日本の政府開発援助による国際天文学支援（関
口和寬）」、②「有志による天文学支援～ペルーへの支援を例
に～」、③「国際天文学連合（IAU）およびアジアを通して
の天文支援（海部宣男）」という内容で行った。この第16回
は、従来続けてきた天文学のレクチャーとは別の視点でのレ
クチャーとなった。

4. 普及室の活動 

（1）施設公開
　平成22年度の4D2Uドームシアターの公開は、昨年度同様
毎月2回（第2土曜日の前日と第4土曜日）の定例公開日を定
め、事前申し込み制で実施した。東日本大震災の影響により
公開を1回中止し、計22回実施したところ、年間1,850名の
参加者があった。また、団体公開は56回で1,904名、視察他
は53件で456名の見学者があり、合計131回、のべ4,210名が
4D2U立体映像を鑑賞した。50 cm公開望遠鏡を用いた定例観



102 II   各研究分野の研究成果・活動報告

望会もドームシアター公開日と同じ日に、雨天曇天時にも中
止することなく実施している。東日本大震災の影響により公
開を2回中止し、計21回実施したところ、年間4,023名の参加
者であった。
　平成22年度の三鷹地区常時公開では、12,743名の見学者が
訪れた（3月11日（金）地震発生時～ 27日（日）までは公開
中止。28日（月）以降は建物内は公開せず、外観のみ見学を
再開）。また、平成22年度の職場訪問等を含めた団体見学は
130件、6,063名、取材の申込みは348件であった。なお、6月
5日（土）に JR東日本に協力し「駅からハイキング」を三鷹
本部で実施し2,300名の参加があった。
　今年度から2日間の開催となった三鷹・星と宇宙の日（三
鷹地区特別公開）には、運営委員会の下、事務局として天文
情報センターは参加した。メインテーマは「遠くの太陽、近
くの星」とし、10月22日（金）、23日（土）の2日間、東京
大学大学院理学系研究科天文学教育研究センターおよび、総
合研究大学院大学数物科学研究科天文科学専攻と共催で実施
した。2日間を通じて3,424名（22日190名、23日3,234名）の
参加があり、盛況であった。

（2）教育・アウトリーチ活動
　国立天文台共同研究集会として「ユニバーサルデザイン天
文教育」を、6月6（日）～ 7日（月）に、世話人会（代表：
嶺重慎京都大学教授）と協力して三鷹本部にて実施し、130名
の参加があった。日本科学技術ジャーナリスト会議と協力し
て、7月7日（水）～ 14日（水）にALMAサイトの見学会お
よびアルゼンチン・カラファテでの皆既日食ツアー（7月11
日）を実施し、各紙論説委員等12名が参加した。
　夏休み中の7月22日（木）、23日（金）の2日間「夏休み
ジュニア天文教室」を開催し、天文台の研究者による質問対
応、ミニレクチャー、太陽観察や工作教室などを行い、548名
の参加があり好評を得た。全国の天文関連施設と一緒になっ
てすすめている「スター・ウィーク～星空に親しむ週間～」
は例年通り8月の第1週に行われ、参加協力団体102、協力イ
ベント190件であった。
　12年目となる高校生対象の合宿型観測実習「君が天文学者
になる4日間」は、「君が天文学者になる4日間 in広島」と題
して、8月9日（月）～ 12日（木）に広島大学宇宙科学セン
ター附属東広島天文台を会場に実施した。応募者は17名あり
16名が参加した。国立天文台三鷹以外でも、観測用の望遠鏡
や宿泊施設、スタッフが揃えば、問題なく「君が天文学者に
なる4日間」スタイルの観測実習が可能であることを実証し
た。また、参加者への事後アンケート結果からも、これまで
と同様の教育効果を得られることがわかった。
　多摩六都科学館と毎年共催している「やさしい天文教室」
を11月14日（日）に行い、講演と組立式天体望遠鏡工作およ
び天体観望会を行い好評であった。
　今年度の公開講演会は、「アルマ望遠鏡で探る宇宙の謎？わ
たしたちはどこからきたのか？？」と題して、11月21日（日）

の午前、東京国際交流館の国際交流会議場を会場にして実施
した。アルマによって新しく切り開かれていく今後の天文学
についての3つの講演が行われた。この講演会はサイエンス
アゴラの一環として開催され、151名の参加者があった。
　11月22日（月）～ 24日（水）の3日間、今年で6回目にな
る「最新の天文学の普及をめざすワークショップ」が惑星探
査をテーマに JAXA宇宙科学研究所にて開催され、研究者・
教育普及関係者合計53名が参加した。
　世界天文年2009の国際企画（Cornerstone Projects）の一企
画 "The Galileoscope"の派生企画として、世界天文年2009日
本委員会が企画した「君もガリレオ！」プロジェクト（"You 
are Galileo!" project）を国際連携室と共同で継続している。平
成22年度政府開発支援ユネスコ活動補助を文部科学省より受
け、平成23年2月～ 3月にインドネシアにて、バンドン工科
大学ボッシャ天文台の協力の下、ジャカルタ、ジョグジャカ
ルタ、マタラム、トモホン、パレンバンの5会場にて「君も
ガリレオ！」ワークショップを実施し、281名の教師他が「君
もガリレオ！」望遠鏡の工作を体験した。
　すばる望遠鏡など研究観測で得られたFITSデータを、天文
教育普及目的で活用することを目的として開発された画像解
析ソフトマカリ（Makali`i）のWebからの配布は、登録された
もののみでも英語版1,395本、日本語版5,133本、合計6,528本
である（平成23年5月24日現在）。平成21年に作成した「一
家に１枚天体望遠鏡の歴史400年」ポスターのアラビア語版
がハワイ観測所中心に作成され、普及室も制作・配布に協力
した。

（3）地域活動
　国立天文台と三鷹市の「相互協力に関する協定」（平成21年
2月4日調印）に基づき、平成21年7月7日に開館した「三鷹
市星と森と絵本の家」の年間入館者数は、27,418名である。普
及室では、企画展示「大きなちきゅう小さなちきゅう」（平成
22年7月7日～ 23年6月30日）の共同企画を始め、七夕、伝
統的七夕、お月見等の星と森と絵本の家でのイベントを三鷹
市担当職員や市民ボランティア等と協同で実施している。
　三鷹ネットワーク大学における「アストロノミー・パブ」
は平成21年度よりNPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構主
催のイベントとなり8月を除く、毎月第3土曜日の夕方に市民
参加20名で実施している。また、三鷹ネットワーク大学が主
催している星空案内人養成講座「星のソムリエみたか」にも
望遠鏡の操作講習等で協力した。
　三鷹市福祉課からの要請により、三鷹市の障がい者施設「星
と風のカフェ」（三鷹市下連雀）の支援を平成20年度から始
め、NPO法人はなの会他と協力して、毎週木曜日の夕方、気
軽な科学の語りの場（科学サロン）「星と風のサロン」を実施
している。今年度は39回実施した。

5. 暦計算室の活動
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　暦計算室は国際的に採用されている基準暦にもとづき、太
陽・月・惑星の視位置をはじめ、諸暦象事項を推算し、国立
天文台の設置目的の1つである「暦書」の編製として「暦象
年表」を発行している。
（1）平成23年版暦象年表、平成23年版理科年表暦部、平成

24年暦要項（平成23年2月1日官報掲載）を刊行した。特に、
平成24年暦要項は、金環食帯に含まれるおもな都市の予報を
掲載して過去最大の分量となったほか、金環日食・金星日面
経過・秋分の日が22日となることなど話題が多く、多数のメ
ディアにとりあげられた。
（2）ホームページ（http://www.nao.ac.jp/koyomi/）では、暦象
年表WWW版の整備を進める一方、従来からのツールもアッ
プデート、高速化・高精度化を図った。新規に惑星食各地予
報も追加している。例年同様キャンペーンと連携し、ペルセ
ウス座流星群放射点、ハートレイ彗星、池谷・村上彗星、ふ
たご座流星群放射点の位置を今日のほしぞらに表示させるよ
うにしたほか、携帯向けの皆既月食情報も提供した。この結
果、1月末のサーバーダウンや3月の地震・停電というハンデ
がありながらも、平成22年度のアクセス数は2,600万件を突
破し、向上を続けている。
（3）多くの関係機関の協力を得て、理科年表シリーズ（平成

23・24年版環境年表、よくわかる宇宙と地球のすがた、よく
わかる気象・環境と生物のしくみ、よくわかる身のまわりの現
象・物質の不思議）を刊行した。また、震災においては、日
の出入り情報の提供、理科年表の一部無償公開などを通じて
社会に貢献することができた。さらに、一般社団法人 日本カ
レンダー暦文化振興協会の設立に協力している。
（4）天文台の貴重書である和漢書から、図書室と共同で、第

42回 渋川晴海と「天地明察」、第43回 渋川晴海と「天地明
察」－ IIの常設展示を行った。これらの展示は図書室ホーム
ページ「貴重資料展示室」でも閲覧できる（http://library.nao.
ac.jp/kichou/open/index.html）。
（5）平成22年度より広報室から新天体情報対応業務が移管さ
れ、国立天文台に寄せられる新天体通報等の対応を7名（常
勤職員4名、非常勤職員3名）が当番制で担当した。本年度、
新天体担当に寄せられた新天体の発見・確認依頼、その他の
通報は総数26件であった。その内訳は、新星・超新星：8件、
彗星（または彗星状）：9件、惑星：2件、火球・流星：5件、
移動天体：2件であった。通報件数は前年度に比べ減少傾向
にある。
　極大時の長周期変光星、既知の小惑星、明るい星のゴースト
像などを誤認する例が多い中、11月にあった彗星の通報では、
国立天文台への通報と同時に通報者が独自に確認観測を手配、
IAUへ通報し、発見者として認定された。また、11月にあっ
た超新星の通報では、国立天文台への通報と同時に通報者自
ら IAUへ通報し、発見者として認定された。さらに、IAUに
よる発表が遅れていた昨年度の超新星独立発見について再度
要請し、独立発見者としてCBETに掲載された。
　2009年に流星群の正式名称がIAU総会で承認されたことを

うけ、その和名ならびに和名設定ルールを定め、発表した。

6. アーカイブ室の活動

　今年度で3年目となる当室は、三鷹だけでなく、他の地区
にも目を向けて活動を推進した。観測・測定装置に関しては、
閉所する乗鞍コロナ観測所の25 cmコロナグラフを解体し、三
鷹の天文機器資料館に収蔵した。三鷹地区では引き続き太陽
塔望遠鏡の内部整備を行い、ドーム回転を復元させた。6月に
台内向けお披露目を行い、10月の三鷹・星と宇宙の日で、案
内つきで一般の見学者を受け入れた。昨年度から行っていた
文化財申請については、レプソルド子午儀が国の重要文化財
の指定を受けることに内定した。また、旧図書庫にある写真
乾板類の分類・整理作業を昨年に引き続き行った。また将来
の天文博物館構想の検討を進め、水沢、野辺山を含んで、2012
年度からの概算要求を行う方針を固めた。三多摩公立博物館
協議会に活動報告を行った。初めての試みとして、オーラル・
ヒストリーに着手し、藤田良雄名誉教授に聞き取りを行った。
情報発信の一環として「アーカイブ室新聞」を307号から453
号まで発行し、WEB上で公開した。

7. 図書係の活動

　定常業務として天文学を中心とした学術雑誌・図書および
デジタルコンテンツを収集・整理し台内外の学生・研究者に
提供する中、平成22年度は、「三鷹・星と宇宙の日」において
図書室所蔵の一般向け書籍を休憩室で閲覧利用に供する「出
張図書室」を、平成21年度に引き続き行った。
　貴重書関係では、21年度に完了した図書室が所蔵する貴重
書マイクロフィルムの全点デジタル化したものをアーカイブ
に載せる準備をした。
　なお、三鷹図書室・各観測所の蔵書冊数及び所蔵雑誌種数、
天文台の継続出版物の出版状況については、機構 図書・出版
に掲載している。

8. 出版室の活動

　制作業務の効率化を推進し、広報普及に役立てる独自印刷
物の企画編集・刊行を今年度も実施し、制作物は大部分をウェ
ブで紹介した。本年度刊行した定期出版物は以下のとおりで
ある。
・国立天文台パンフレット（和文）
・国立天文台パンフレット（英文）
・国立天文台ニュース　No.201～ No.212（平成22年4月号～
平成23年3月号）
・国立天文台年次報告　第22冊　2009年度
・ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL ASTRONOMICAL 
OBSERVATORY OF JAPAN, Volume 12, Fiscal 2009
・Publication of the National Astronomical Observatory of Japan,  
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Volume.13, No.1–2
・国立天文台報　第13巻　第1･2号
・国立天文台報　第13巻　第3･4号
　2010年度でとくに力を入れたのが、国立天文台ニュース
の誌面リニューアルと商業誌レベルに向けた記事内容の充実、
ならびに制作経費の大幅コストダウンである。以下にポイン
トを記す。
・記事内容を充実させるために、文字容量の増加、レイアウ
トの多様化と精緻化、脚注コーナーの常設による記事解説の
2層化などを行った。
・デザインを洗練し、ビジュアルページを強化するなど、構
成にメリハリをつけることで誌面完成度を高め、より読みや
すいインターフェースとした。
・万人に親しみやすい誌面つくりのために、まんがイラスト
を使った記事の制作を試みた（12月号「理論研究部の歩き方」
など）。
・定期的に増ページを行い、以下の特集シリーズを開始した。
通常号のセンターページに独立の小冊子として折り込む造本
形態とし、本体から分離しても活用できるハイブリッド方式
を採用して、国天ニュース自体の発信機能性・活用拡張性を
高めた。

A）国立天文台の各プロジェクトおよび研究部門の最新の
研究成果などを集中的に紹介する特集シリーズ（8月号で
VERA、12月号で理論研究部）。
B）国立天文台の研究・教育他の諸業務をテーマ別にまと
めて、その全体像を紹介する特集シリーズ（4月号で国立
天文台ニュースの歴史とともに振り返る国立天文台史、10
月号で国立天文台の教育活動をまとめた特集記事）。
※上記の8月号「VERA計画10年の歩み」、10月号「国立天
文台、教育活動の今」、12月号「理論研究部の歩き方」は好
評で、各独立冊子として、水沢VLBI観測所で1000部、大
学院教育委員会で1000部、理論研究部で500部が、各部署
で増刷され、それぞれの広報活動に役立てられた。

・誌面デザインおよびレイアウト作業の完全インハウス化を
達成し、外注経費を0とした。さらに印刷工程と発送業務を
見直して年間一体契約とすることで、制作・印刷・発送の全
プロセスにわたって大幅な経費節減を実現した。また、制作
の完全インハウス化により、上記のリニューアルを機動的に
推進し、各号の制作作業の効率化・高品質化もあわせて可能
とし、トータルの生産性を大幅に向上させた。
　ALMAの本格運用を控えて、とくに重点的な広報が必要と
される情勢を踏まえ、ALMA推進室の広報担当助教と協力し
て電波天文広報「アルマーの冒険」の連載をスタートさせた。
一般には、比較的理解が難しいALMAおよび電波天文学の魅
力をよりわかりやすく伝えるために、本格的なコマまんがを
前面に押し出した誌面構成で、実験的な記事制作を試行中で
ある。
　定期刊行物以外としては、最新天文学シミュレーション画
像をまとめて、2011年カレンダー「The Universe in a Computer」

を制作した（2005年から通算6作目）。また、平成20年4月
号より平成22年3月号まで、国立天文台ニュースに連載した
「観測装置名鑑」を冊子化およびウエブコンテンツ化した。さ
らに、例年同様に「三鷹地区特別公開ポスター類」を制作した。
　日本郵便が発行する特殊切手「星座シリーズ 第1集」の企
画・制作アドバイスおよび監修を行った。
　海外天文教育支援プログラム「君もガリレオプロジェクト」
のインドネシア編の観察シートの制作等を行った。

8. 科学文化形成ユニット

　国立天文台は、平成19年7月より文部科学省科学技術振興
調整費＜地域再生人材創出拠点形成＞に採択され、「宇宙映像
利用による科学文化形成ユニット」（代表：観山正見）を文部
科学省受託研究として、三鷹市と共同で実施している。
　本事業は、国立天文台が所有する4次元デジタル宇宙映像
やすばる望遠鏡の画像等の研究資源を他研究分野や映像文化
において、次世代映像として活用する人材の養成を目的とし、
国立天文台の研究成果でもある技術が付加価値の高い映像制
作と結びつき、三鷹市が国際的な3次元映像コンテンツ発信
地域として活性化するとともに、天文学をはじめとする科学
文化の形成が、市民生活の質の向上に貢献することをめざす
ものである。
　さらに、科学文化形成ユニットでは、平成21年度の科学技
術振興機構（JST）地域の科学舎推進事業「地域ネットワー
ク支援」（平成21-23年度事業）に応募し、「東京サイエンス
ネットワーク－地域の絆を世界の絆に－」（代表：観山正見）
を受託した。この事業は、民公学協同体「東京サイエンス
ネットワーク」を設立し、「東京国際科学フェスティバル事
業」、「ソーシャル・カルティベーション事業」の2つの事業
を柱として、地域の科学普及活動拠点ネットワークを構築す
ることを目的としている。
　科学文化形成ユニットでは主に上記2つの競争的資金を用
いて、具体的には次のような活動を平成22年度に実施した。

（1）科学映像クリエータと科学プロデューサの養成
　科学映像クリエータ養成は第3期を8月31日－3月11日の
日程で実施し、2月22日に修了制作発表会、3月11日に修了
式を行い8名に修了証を授与した。平成20年度実施の第1期
以降合計26名の科学映像クリエータ修了生となる。
　科学プロデューサ養成は、第6期養成を4月9日－9月3日
の日程で実施し6名に、第7期は10月1日－3月11日に実施し
5名に修了証を授与した。平成19年度実施の第1期以降合計
56名の科学プロデューサ修了生となる。

（2）国立天文台の知的財産管理・流通ルール策定と仕組の構築
　国立天文台の研究成果である知的財産（画像、ソフト等：
以下知財）の効果的利用のために、知財の販売・契約を効率
的かつ低リスクに行うとともに、人的資産・ノウハウ等を継
続的に活用するための仕組みとして、かつ、平成24年度以降
に本地域再生人材創出拠点形成事業を継続・発展させる仕組
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1. 光赤外研究部

　光赤外研究部の本務は、個人の着想に基づく萌芽的な観測
研究、開発研究を行うほか、必要に応じてそれらを発展させ
て新しいプロジェクトの立ち上げを行う。また、人材を育成
するため大学院教育にも積極的に参画している。研究部は国
外施設であるハワイ観測所の円滑運用に資するため人事交流
の母体としての役割も担っている。これはすばる望遠鏡建設
の構想に従い共同利用事業を中心とするハワイ観測所と新装
置の開発研究、観測研究を中心とする三鷹の研究部との人事
交流を通じて個々人の研究フェーズに合った研究場所の移動
を行い、研究を円滑かつ活発に推進するという基本的な考え
に基づく。
　光赤外分野として、岡山天体物理観測所、ハワイ観測所（以
上Cプロジェクト）、重力波プロジェクト推進室（Bプロジェ
クト）、JASMINE検討室、TMTプロジェクト室、太陽系外惑
星探査プロジェクト室（以上Aプロジェクト）の各々のプロ
ジェクトがある。光赤外関連分野の構成員は殆どが光赤外研
究部の戸籍をもつが、研究部とプロジェクトは組織上対等の
関係である。構成員は研究部、A～ Cプロジェクトのいずれ
かに所属し本務とする。また、本務以外に複数のプロジェクト
の併任として活動している。平成22年度の光赤外研究部（本
務）は教授2、准教授1、助教5、日本学術振興会特別研究員4

の構成である。なお、大学院生はそれぞれのプロジェクト所
属のスタッフに指導を受けているが、重力波プロジェクトと
JASMINEプロジェクトを除いた研究部、プロジェクトでは、
教育活動、研究活動、事務等は研究部がまとめ役を果たして
いる。光赤外関連プロジェクト（ハワイ観測所、TMT、系外
惑星、重力波、JASMINE）のメーリングリストやWWWサー
バ等の研究環境の整備、運用は研究部として統一して行って
いる。
　ここでは光赤外研究部を本務とするものの活動を中心に報
告する。当該研究部では、すばる望遠鏡、UH88、岡山188 cm望
遠鏡、東大木曽観測所シュミット望遠鏡、ぐんま天文台1.5 m
望遠鏡などの国内外の施設を用いた最先端の観測研究を進め
ているほか、共同利用を担うプロジェクトの支援を行ってい
る。大学院教育の一環として大学院生30名を受け入れ、観測
研究、開発研究をそれぞれ進めた。

2. 観測的研究

（1）各種望遠鏡による観測的研究
　すばる望遠鏡を用いた観測的研究は宇宙論、銀河の形成と
進化、星や惑星の形成、銀河系の構造と進化、恒星分光、太
陽系天体など多岐にわたっている。特に z = 6程度の遠方銀河
の統計的な研究が進み銀河の進化についての研究が進められ

みとして、任意の有志が設立する合同会社（LLC）の設立準
備を担当した（注：合同会社科学成果普及機構は別法人とし
て、6月15日に設立）。

（3）第2回東京国際科学フェスティバルの開催
　「第2回東京国際科学フェスティバル（Tokyo International 
Science Festival：以下TISF）」を9月11日（土）～ 10月10日
（日）に、東京都教育委員会や三鷹市などと連携して開催した。
この間160団体・個人が主催する200を超えるイベントが実
施され、全体で約3万人の参加者を集めることができた。こ
の地域の科学祭は、科学を楽しみ技術に親しむ人々の「地域
の絆」を育もうと、国立天文台が発案し、国立天文台のほか、
（財）日本科学技術振興財団、三鷹市、国際基督教大学、NPO
法人三鷹ネットワーク大学推進機構等が中心となり、第2回
TISF実行委員会を組織し実施された。国立天文台は共催者で
あり、科学文化形成ユニットが事務局となって第2回TISFは
運営された。

（4）第1回国際科学映像祭
　第 1回国際科学映像祭（International Festival of Scientific 
Visualization）を9月11日（土）～ 10月11日（月）に、およ
そ100を超える連携機関・団体と協力して開催した。この間、
関東一円の科学館、プラネタリウム館など31施設で科学映像

の上映やスタンプラリーなどが行われ、来場者数は193,228名
であった。また、コアイベントとしてサイエンスフィルムカ
フェ 2010（科学技術館）、ドームフェスタ（府中市郷土の森博
物館）、3Dフェスタ（秋葉原UDXシアター）を開催した。本
イベントは第1回国際科学映像祭実行委員会を組織し実施さ
れた。国立天文台は共催者であり、科学文化形成ユニットが事
務局となって運営された。本イベントは経済産業省のJAPAN
国際コンテンツフェスティバル2010（CoFesta2010）のパート
ナーイベントである。

（5）その他
　月に2回の4次元デジタル宇宙ドームシアターの公開事業を
普及室、天文シミュレーションプロジェクト等と協力し実施
している。また、養成された科学映像クリエータと科学プロ
デューサの活躍の場を開拓し、修了生間の連携を深めるため
に修了生有志とともにOBOG組織「みたか科学文化の会」を
設立した。宙映像コンテンツによる地域再生」をテーマに第
2回シンポジウムを実施し60名ほどの参加があった。
　養成された科学映像クリエータと科学プロデューサの活躍
の場を開拓し、修了生間の連携を深めるためのOBOG組織の
設立に向けて、修了生から選ばれた幹事との間で調整を進め
ている。

18.　光赤外研究部
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ている。広島大学の研究者とともにガンマー線バーストのア
ウトバーストの観測も行われた。また、既存のすばる望遠鏡
による観測データをもとに輝線で特異な形態を示す天体を発
見する研究がさらに推進された。東大と共同でSuprime-Cam
グリズムの解析ソフトウェアの改良が行われ、銀河探索以外
にも太陽系内の移動天体研究への応用が進められている。
　太陽系以外の惑星の探索も活発に行われている。すばる望
遠鏡を用いてトランジットをする太陽系外惑星の惑星大気の
観測や、惑星の公転軸の主星の自転軸に対する傾きの測定が
数多く行われている。また、国内外の望遠鏡を用いて、トラ
ンジット周期の変動を用いた新しい惑星探しも始まっている。
直接撮像では、すばる望遠鏡でのHICIAOのハードウェア／
ソフトウェアの改良と観測を進めるとともに、ハワイ側で行
われている次世代の新コロナグラフの開発に参加した。これ
らの研究を通して開発した波面センサに関する特許を日本と
米国で取得した。
　太陽系外惑星の直接撮像にはコントラストと感度の観測限
界があるので目標星として、近傍にあり、かつ、若くて年齢
がわかっているものを選び出しておく必要がある。太陽から
20パーセク以内にある若い運動学的星団のメンバーを拾い出
す研究が進められた。
　赤外超過を示すCepheid型変光星について、木曽シュミッ
ト望遠鏡やぐんま天文台の低分散分光器を用いて観測研究が
行われた。
　古暦、文献による天体現象の研究などもなされた。
　銀河／銀河団については、すばる望遠鏡Suprime-Camを用
いた近傍銀河団の銀河間空間の電離水素ガス雲の撮像観測が
行われた。かみのけ座銀河団には広がった電離水素ガス雲を
伴った銀河が14個も存在することを明らかにし、銀河の性質
や空間分布、速度分布を明らかにした。さらに、これらガス
雲に対しケック望遠鏡を用いた分光観測を進めている。観測
的研究ではないが、天文データベースを用いて銀河の形態と
SEDに関する統計的研究を統計数理研究所と協力して進めて
いる。
　天体現象ではないが、すばる望遠鏡を用いて小惑星探査機
の「はやぶさ」の地球突入前の撮像を行った。ISAS宇宙科学
研究所の研究者とともに、「はやぶさ」の軌道推定の研究で協
力している。

（2）国際協力観測研究
　海外研究者との国際共同研究も行われている。韓国の研究
者とLINERに関する研究を進めている。

3. すばる望遠鏡に関連する観測装置開発

　HiCIAO（赤外コロナグラフ）により直接撮像による惑星候
補天体の探索や、原始惑星系円盤の観測を進めている。
　開発中のHSCのデータ処理のためのソフトウェア開発を進
めている。データアーカイブに関しては、サイエンティフィッ

クシステム研究会の大規模ストレージWGに参加し、スト
レージの大容量化にともなう困難克服のための研究を行って
いる。

4. すばる望遠鏡の運用支援

　すばる望遠鏡の共同利用について光赤外研究部は支援を
行っている。共同利用プログラムの公募、採択、共同利用旅
費の運用・管理などの実務、すばるデータ解析システム（三
鷹地区の解析研究棟1階にあり、天文データセンターと協力
して運用している）の運用、すばるに関する広報普及、すば
る春／秋の学校の共催（光赤外研究部、ハワイ観測所、天文
データセンターの3者で共催）、すばる体験企画への協力、「す
ばる写真集」への協力などを行っている。このような支援事業
は日常的に多くの仕事量に達し研究部のかなりの数のスタッ
フが併任として関わっている。

5. 次期大型計画の検討開始

　すばる後の光学赤外分野の地上大型計画として口径30mク
ラスTMT（Extremely Large Telescope30m）の望遠鏡の建設を
目指している。新鏡材や鏡面研磨、鏡面合成などの技術的な
検討を行っている。
　スペースでは、「あかり」（ASTRO-F）、SPICAの延長上に
JPTFを据えてスペースコロナグラフの開発を進めるととも
に、アストロメトリー衛星として JASMINE計画シリーズを進
めている。宇宙研と天文台の協力体制の確立も急務でありそ
の方向で進んでいる。
　天文データベースについても、すばる望遠鏡の次期観測装
置やTMTを対象とした5年10年先のアーカイブを視野に、次
世代の大規模ディスクや計算機システムに関する研究会を、
大規模データを扱う高エネルギー加速器研究機構と協力して
立ちあげ、10年先のアーカイブハードウェア、ソフトウェア
の両面からの検討を始めている。

6. 広報普及・新天体発見業務

　天文情報公開センターに協力してすばるによる研究成果の
公表（記者発表含む）などの広報普及活動を支援し、新天体
発見業務などを行っている。

7. 教育活動、広報普及、国際協力（委員会等）、研究会主催

　総合研究大学院大学、東京大学、その他からの院生30名を
受け入れ、大学院の教育を行っている。セミナー、自主ゼミ
などへのスタッフの関与が活発となってきた。
　三鷹での特別公開（三鷹・星と宇宙の日）に積極的に参加
し、ミニ講演や展示以外にもマグネットパズル等、小中学校
生にも親しみの持てる企画を行った。
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19.　電波研究部

　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推
進室が属し、これらプロジェクトに所属する職員は同研究部
を併任する。電波研究部は、これら電波関連プロジェクトが
相互協力を図りながら、電波天文学の研究を行う部門である。
これらプロジェクト成果報告は各プロジェクト報告を参照し
てもらいたい。
　具体的な研究対象を表すキーワードとしては、ビックバン、
初期宇宙、銀河形成、ブラックホール、銀河のダイナミック
ス、星形成、惑星系形成、惑星および衛星、月、そして宇宙
物質進化、さらには究極のテーマである宇宙物質進化の過程
における生命の起源等がある。目では見ることができない電
波により、このような宇宙の命題や謎に挑んだ研究を推進し
ている。個々の研究成果は各プロジェクト報告もしくは研究
ハイライトを参照してもらいたい。
　また、電波研究部には電波周波数保護に関する委員会が設
置され、本委員会では電波観測で大きな障害となる電子電気
機器等に起因する「人工電波」への対応を検討している。

1. 電波天文周波数小委員会

　電波天文周波数小委員会の任務は電波天文観測の環境を守
ることである。1932年偶然にも米国のK. ジャンスキーが初め
て天体からくる電波を発見して以来、電波で天体を観測する
手法が著しい進歩を遂げ、光による観測像とは違った、電波
で見た新しい宇宙の姿を見せてくれている。光による観測の
敵が「人工光による光害」であるように、電波の観測で大き
な障害になるのが、我々の周りを埋め尽くしているいろいろ
な電気機器に起因する「人工電波による妨害」である。
　近年、無線通信技術の進展はめざましく、生活の隅々まで
携帯電話や無線LANが浸透している。また、日々の生活の中
で地上TV放送は、アナログからデジタルに、またより高画
質のHDTV放送に、そして衛星TV放送ではデジタルHDTV
方式で番組チャネル数の増強も計画されている。このように、
限られた資源である「電波」はその応用の利便性の故にます
ます需要が増大し、「電波天文観測のための "空 "」を維持し
ていくためには、一層の努力が必要になっている。

（1）役割および構成
　電波天文周波数小委員会の主な役割は、電波天文学観測に
影響を与える各種の外来混信から電波天文観測施設を守り、
かつ、電波天文観測保護の重要性を知らせることである。電
波天文は受信専用の業務であるため、他の電波通信分野に
電波干渉妨害を与えることがないという良い面がある一方で、
影響という側面ではより積極的に総務省内の関連部署、また
関連団体にその存在を認識していただく必要がある。従って、

総務省の関連部署や地方の総合通信局の方々にも機会をとら
え電波天文の業務を説明しながら、意思疎通を図っていくこ
とも大切な業務の一部になっている。
　電波天文観測と諸々の電波応用分野（業務）との利害調整
は、国内は総務省が、そして国際的には国際電気通信連合
（ITU-R）がその任にあたっている。2010年度は小委員会活動
の一環として、こうした調整機関に積極的に協力を行いなが
ら、国内の電波天文コミュニティー（全国の電波天文研究者の
集まり）の意見を反映しつつその役割をはたしてきた。その
活動は電波天文分野に止まらず、電波天文に直近のまた将来
に対して影響を与える電波応用分野の委員会にも参加し、技
術勧告の作成に関し早い段階から係わるよう努めながら、活
発に活動してきた。
　電波天文周波数小委員会は国立天文台の8名（内2名は専
任）の台内委員と国内の大学や研究機関からの12名の台外委
員で構成され、電波天文コミュニティーの声を集約して業務
にあたっている。電子メールによる意見交換、Skypeを使っ
た会議を基本にして日常業務を進めている。2010年度も数百
通のメールが交換された。また、月に一度を目標に全国を結
んだSkype会議で緊密な意見交換も行っている。なお、従来
の電話会議に比べSkype会議を基本にしたことにより経費の
節減にもつながった。

（2）現在の課題
　79 GHz帯高分解能車載レーダの共用検討、120 GHz帯次世
代無線システム共用条件検討、電力線通信（PLC）による電
波天文への影響の検討と問題点の指摘、国内の大学・研究機
関の電波天文受信設備電波天文業務申請のサポート、総務省
で現在進めつつある電波天文業務審査基準の検討等が現在の
主な課題である。

（3）国際活動
　世界無線通信会議（WRC）会合が4年に1度ずつ開催（次回
は2012年）され、電波に関連する事項が決められていく。36
個の議題の内、9個が電波天文に関連している。それに向け
ての ITU-R（国際電気通信連合）準備会合が開催されている。
関連して、年数回スイスのジュネーブ等で開催されるWP7D
（電波天文）会合とWP1A（スペクトラム管理）会合に小委員
会活動の一環として、日本の電波天文の立場を明確にすべく、
日本国の代表団の一員として参加して、寄与している。また、
WRC会合に向けて、世界で3つの地域ごとに議題が議論され
ている。この中のアジア・太平洋地域の会議（APT会合）が
約年1回程度開催されている。これにも日本国の代表団の一
員として参加して寄与している。2010年度は9月にジュネー
ブで開催された ITU-R会合、またタイと香港でそれぞれ3月
と12月に行われたAPT会合に日本国の代表の一員として参加
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し、積極的に係わってきた。
　また、2010年6月に国立天文台三鷹キャンパスで行われた
スペクトラムマネージメントについてのIUCAF夏の学校開催
に委員3名が世話人として協力した。
　さらに、9月に富山で行われた国際研究会AP-RASCにおい
て、79GHz車載レーダーによる野辺山宇宙電波観測所の電波
望遠鏡への影響をまとめた論文を発表した。

（4）国際活動
　電波利用効率の改善方法としては、電波にのせる信号を効
率よく圧縮し占有帯域を減らすなど直接的な努力がされてい
る。一方で、従来の電波利用の概念を超えた応用も提案され、
さらに実施される状況になっている。電波の利用には総務省
の事前の許可が必要なことは常識であるが、しかし近距離応
用で電波のレベルが環境雑音に近い程度に十分に低い場合は
その利用に制限が課せられない。電波の広い帯域を使い、信
号を十分に低いレベルで交信する応用がいま、UWB（Ultra 
Wide Band）応用として広く規格化され実施される状況が起き
ている。追突防止用車載レーダ、近距離広帯域UWB無線シ
ステム、など一般の電波応用では十分に低い電波レベルでも、
はるばる宇宙の果てから地球にやってくるごくごく微弱な電
波にとっては大きな脅威になってしまう。
　24 GHz UWB車載レーダは22 GHz帯の電波天文バンド（水
蒸気）また23 GHz帯電波天文バンド（アンモニア）の観測に
大きなダメージを与える。こうした応用に対しては、電波天
文台の近傍では離隔距離をおき、さらに車載レーダの自動ス
イッチオフを義務づけてもらう方向で総務省、そして推進側
と調整中し法制化を行った。一方、時限の24 GHz UWB車載
レーダに対し、長期利用が想定されている79 GHz帯高分解
能車載レーダの規格化が協議されている。暗黒星雲の重水素
を含む分子輝線の新たな観測を目指して受信機を開発中の国
立天文台野辺山45 m電波望遠鏡への影響が懸念されている。
79 GHz帯についても、研究者と協力しながら、新たに総務省、
そして推進側と調整を行っている。
　また、広帯域通信システムとして、120 GHz帯の放送シス
テムの共用検討を行い、電波天文運用局から半径50 km以内
での使用については、電波天文運用局と事前協議することが

必要であると見出し、最終答申に向けて調整を行った。
　一方、電力線通信（PLC）は、特に低周波の電波天文観測
への大きな影響が懸念されている。総務省、そして推進側へ
適時意見を述べながら、今後の動向に注意を注いでいる。
　現行の12 GHz帯衛星放送で、番組チャネル数増強によっ
て、新19番チャネルが天文バンドに電波妨害を与える事態
も起きつつある。これは各家庭で屋外パラボラアンテナと受
信機をつなぐ中間周波数によって起る電波妨害である。また
HDTV画質を超える衛星放送計画のために確保されている21 
GHz帯（21.4－22.0 GHz）も22 GHz帯天文バンドに近接し、
電波天文観測に与える今後の影響が憂慮されている。
　こうした電波妨害の具体例に対処しながら、一方で従来か
ら重要視されながら、懸案事項として手つかずであった妨害
電波の「電波天文観測設備に対する保護基準」の現行国内基
準の更新も "ITU-Rの国際規定に準拠する方向で "進展しつつ
ある。混信に対する保護基準が緩ければ電波天文観測が妨げ
られ、逆に保護基準が厳しければ、電波天文観測設備新設の
際に新設許可の取得が難しいという電波天文側の問題も発生
する。
　総務省の現行保護基準は与混信側に向けての電波望遠鏡の
利得の規定に裁量の余地があり、これが保護申請の審査時間
の延伸の原因ともなっていた。そこで総務省より2006年に、
明確であり、裁量の余地がない審査基準を決定しようという
提起がなされた。小委員会は国内の電波天文コミュニティー
の意見を集約し、小委員会の上位組織である国立天文台電波
専門委員会に対し、「ITU勧告　ITU-R RA769に規定されてい
る電波天文バンドへの保護基準を、国内も準用してほしいと
総務省に要望する」ことを提案し、専門委員会の決議として
いただいた経緯がある。
　また、電波天文コミュニティーの所有する電波望遠鏡の電
波業務（保護）申請のサポートにも必要に応じコミュニティー
に協力するよう対応している。この内、国立天文台水沢VLBI
観測所の水沢観測局、入来観測局、小笠原観測局、石垣島観
測局の電波天文業務の2010年12月10日から10年間の延長が
認められた。この対応に当委員会のサポートによる寄与が大
きい。現在、国内の電波天文受信施設に同様の申請を働きか
け、いくつかの大学の申請に向けた準備の協力を行っている。

20.　太陽天体プラズマ研究部

　太陽天体ブラズマ研究部は、太陽観測所、ひので科学プロ
ジェクト、野辺山太陽電波観測所（平成22年度より）のプ
ロジェクトに所属する研究教育職員が在籍し、これらのプロ
ジェクトと密接に連携しながら、太陽物理学の研究を行う部
門である。本年度についても、同研究部所属の職員は全員が
併任であり、専任する者はいない。
　研究の対象は太陽の内部構造、および太陽光球・彩層・コロ

ナ・太陽風などの太陽外層大気であり、フレア、黒点、白斑、
紅炎などの磁気プラズマの示す様々な現象や活動性について、
理論・観測の両面から行っている。理論研究では、日震学の
手法による太陽内部構造の診断のほか、磁気流体力学を共通
の手段にして、太陽類似の恒星や宇宙ジェット現象にも及ぶ。
観測的研究として、スペースからの観測に早くから取り組み、
現在飛翔中の科学衛星「ひので」の開発を行い、科学運用の
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21.　理論研究部

1. 概要

　理論研究部では惑星系形成論から宇宙論に至るまで宇宙の
あらゆるスケールでの物質の存在形態・進化・形成過程を理
論的に研究している。国立天文台天文シミュレーションプロ
ジェクト（以下ではCfCAと略記）のスーパーコンピュータ
や専用計算機を用いたシミュレーション天文学、すばる望遠
鏡、野辺山電波望遠鏡、X線観測衛星などによる観測天文学
との共同研究、および隣接研究領域との学際的共同研究等に
より特色ある研究を推進している。
　理論研究部は理論天文学分野の若手研究者の有力な研究場
所の1つであり、国立天文台研究員、日本学術振興会特別研
究員などの形で多く受け入れ、次の上位ポスト等への確実な
ステップとしての役割を果たしている。

2. 体制

　過去2年間にわたり理論研究部所属の研究教育職員全員は
CfCAを本務とするという体制をとったが、本年度からは教授
1名、准教授1名、助教1名のみをCfCAを本務とし、残りの
教授2名、准教授2名、助教4名が理論研究部を本務とする体

制に移行した。

3. 研究成果

「IV文献」の項にリストアップされている研究論文・発表の
中で理論研究部のメンバーが著者・発表者となっている件数
は以下の通りである。その数が10以下の項目は省略した。
　欧文報告（査読あり）：74、欧文論文（研究会集録、査読な
し等）：25、欧文報告（国際会議講演）：91、和文報告（学会
発表等）：80
　主な研究成果を具体的に記述する代わりに、ここでは関係
する巻頭の研究ハイライトのタイトルと著者一名を以下に
ページ数順に列挙する。研究教育職員の人名は姓のみ、それ
以外は姓名を記載することにより区別した。
・銀河団重力レンズSDSS J1004+4112 の中心質量分布（大
栗真宗）
・弱い重力レンズを用いた銀河団ダークマター分布歪みの
直接検出（大栗真宗）
・亜臨界な分子雲の中で形成される原始星コア：両極性拡
散を取り入れた3次元磁気流体力学数値シミュレーション
（工藤）

中心となっている。また、地上観測では、太陽フレア望遠鏡
に新たな技術も導入して研究を進めている。黒点・フレア・
コロナなどの定常観測を長期間にわたって継続し、諸外国の
関係機関と協力して、データの交換、出版を行っている。

1. 太陽物理学の総合的研究

　太陽物理学の研究は既に、観測（飛翔体観測と地上観測）
と理論研究とを総合して行う時代に入っている。科学衛星
「ひので」の運用は平成22年度もS帯を使用しての安定した
定常運用体制を実現している。世界の各宇宙機関で行われた
レビューにおいて、この衛星の科学観測成果について高い評
価を得ている。平成22年10月11－14日に、イタリア・パレ
ルモ市において行われた第4回国際ひので科学会議を共催し
ている。

2. 教育活動

　平成22年度、当該研究部に所属する教官を指導教官とする
学生は、東京大学2名であり、受託による東海大学1名ととも
に、これらの学生の教育指導を行っている。さらに、研究部
所属の職員や学生のプロジェクトとは直接には関係しない研
究活動（国際研究集会への出席、国内・国外における観測）

への支援も行っている。

3. 国際協力

　科学衛星「ひので」は、米国NASA、英国STFC、および
欧州ESAおよびノルウェイNSCとの国際協力になるプロジェ
クトであるが、その科学成果を引き出すため、Hinode Science 
Working Group（HSWG）の会合が定期的に開催されており、科
学運用における国際協力・共同利用体制について議論を行っ
ている。平成19年5月27日より「ひので」の取得した全デー
タの即時公開を継続して実施している。科学運用計画コー
ディネータ（SSC：台内－関井、渡邊）は、広く世界の太陽研
究者から「ひので」の科学機器を用いる観測計画や、他の太
陽観測衛星や地上観測装置との共同観測計画（HOP：Hinode 
Operation Proposal）を募集し、成果が最大となるような衛星
観測を実行するための（電話）会議を月例で開いている。
　また、米国Advanced Technology Solar Telescope（ATST）計
画のScience Working Group会合に、同メンバーとして1名（末
松）が参加している。
　次期太陽観測衛星（Solar-C）計画を立ち上げ、ISAS & 
JSPEC/JAXA-WG、またSolar-C検討室にて、国際協力を前提
にしたミッションの立案を検討している。
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・渦巻き銀河の原始磁場起源モデル（工藤）
・星間塵熱輻射の偏光から探る双極分子流の起源（富阪）
・原始星形成過程の輻射磁気流体シミュレーション（富田
賢吾）
・ニュートリノ駆動型ガンマ線バースト（固武）
・断熱崩壊モデルにおけるニュートリノ振動と超新星
ニュートリノの観測予測（梶野）
・超新星ニュートリノ元素合成と希元素タンタル180の起源
（梶野）
・長寿命重粒子が媒介するビッグバン元素合成の最新モデ
ル計算（梶野）
・中性子星アウタークラストにおける磁気エネルギー散逸
（高橋博之）
・原初磁場とニュートリノ質量の制限（梶野）
・A Novel Jet Model: Magnetically Collimated, Radiation-
Pressure Driven Jet（大須賀）
・現実的合体条件下での原始惑星からの地球型惑星形成（小
久保）
・層流ガス中のダスト層の重力不安定による微惑星形成の
N体シミュレーション（道越秀吾）
・Ic型超新星爆発における軽元素生成（中村航）
・天体光核分解反応における量子統計補正効果（梶野）
・アミノ酸のキラリティーの起源（梶野）
・再帰的惑星形成と原始星からの非定常アウトフロー（町
田）

4. 教育活動

　研究教育職員の非常勤講師の情報は「III 機構」にまとめら
れているが、講義科目等の内容に関する記載がまったくない
ため、ここでもふれることにする。
　通常の半年講義形式のものでは、東京農工大学農学部（富
阪：地学－天文学入門－）、東京大学理学部（吉田：天体力
学）、東京大学教養学部（小久保：惑星地球科学 II－惑星科学
－）、学習院大学理学部（梶野：物理学基礎、梶野：時間・空
間・物質の科学）、日本女子大学理学部（梶野：現代物理学）、
東京大学大学院理学系研究科（吉田：天体力学特論 II－可積
分性とカオス－）、総合研究大学院大学（梶野：理論天文学概
論）、がある。
　また集中講義形式のものでは北里大学理学部（梶野：宇宙・
素粒子と生命の左右非対称性の起源）、琉球大学理学部（小久
保：太陽系の構造と起源）、茨城大学大学院理工学研究科（富
阪：物理学特講 IV－星形成の物理学－、小久保：惑星系形成
論入門）、広島大学大学院理学研究科（牧野：理学融合基礎概
論－計算機シミュレーション、銀河形成－）、筑波大学大学院
物理学系（梶野：宇宙の進化と元素）、京都大学大学院理学系
研究科（梶野：宇宙ハドロン物理学）、名古屋大学大学院理学
研究科（小久保：惑星系の構造と起源）、がある。
　富阪、中村、固武は総研大サマースチューデントの機会を

利用して、学部レベルの学生に研究の現場を体験させた。
　一方で近年ますます重要度が増してきている、大学入学以
前の高校生等に対する教育活動として、東京都立小石川中等
教育学校、石川県立金沢泉丘高等学校、東京都立日比谷高等
学校におけるスーパーサイエンスハイスクール（SSH）に小
久保は協力し、三鷹市立第一小学校における「ふれあい天文
学みたか」には町田が協力した。

5. 広報普及活動

　一般向けの講演会での講演等を以下に記録する。
　サイエンスカフェ船橋（固武：壮絶なる星の最後、超新星
爆発）、朝日カルチャーセンター（大須賀：ブラックホールと
時空の歪み、小久保：オールトの雲、台坂淳子：宇宙の全体
像に迫る）、宗像ユリックスプラネタリウム（小久保：月誕生
の謎を探る）、町田市立国際版画美術館（小久保：コズミッ
ク・ビュー）、どきどき斎塾＠大阪大学（小久保：美しい太
陽系の私）、国際会議Evolving Theory for Planet Formation一般
講演会（小久保：水金地火木土天海?太陽系の秘密）、池袋コ
ミュニティ・カレッジ（小久保：惑星系をねらえ）、東海大学
主催アインシュタインシンポジウム（梶野：宇宙のはじまり
と進化 -アインシュタイン理論から最新宇宙論まで）、東京工
業大学第１回市民フォーラム（梶野：放射性同位元素がひら
く宇宙物理）、日本技術士会研修会講演会（梶野：宇宙のはじ
まり）

6. 国際協力

　梶野は前年度に引き続き英国物理学会 Journal of Physics評
議委員、欧州科学財団ユーロ起源（EuroGENESIS）評議委員、
カナダ科学技術評議会 国際審査委員、そして日本学術振興
会、先端研究拠点事業（国際戦略型）エキゾチック・フェム
トシステム研究国際ネットワーク（EFES）メンバーを務めた。
小久保は国際天文学連合（IAU）系外惑星委員会を引き続き
務めた。

7. 科研費以外の外部資金獲得状況

　梶野は平和中島財団から課題「宇宙・銀河の化学進化と観
測的宇宙論」に対して国際学術研究助成、外国人研究者等招
致助成を受けた。小久保は英国王立学会、国際共同研究プロ
ジェクトによる助成を受けた。

8. 異動

　CfCAプロジェクト長を併任する牧野は年度末に東京工業
大学に転出した。前年度に専門研究職員、今年度に研究員の
町田正博は年度途中に助教に採用され、年度末には九州大学
大学院理学研究院に准教授として転出した。前年度に研究員
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の井上剛志は今年度は日本学術振興会特別研究員（以下では
学振PDと略記）に採用され、さらに青山学院大学理工学部に
助教として転出した。前年度からの研究員である大栗真宗は
東京大学数物連携宇宙研究機構に特任助教として、関口雄一
郎は京都大学基礎物理学研究所に特定研究員として、そして
安武伸俊は東京大学ビッグバン宇宙国際研究センターに研究
員として転出した。中村航は研究員を継続している。前年度
に学振PDの台坂淳子は今年度は研究員に採用され、祖谷元も
新規に研究員に採用された。前年度に学振PDの西村信哉は研
究支援員となり、さらにスイス・バーゼル大学に研究員とし
て転出した。前年度からの学振PDである斎藤貴之はCfCA所
属の専門研究職員となり、また今年度に学振PDとなった石山
智明は筑波大学大学院数理物質科学研究科に研究員として転
出した。

9. 主な訪問者リスト

　以下が国外からの主な訪問者のリストである。
CERDA-DURAN, Pablo（マックスプランク研究所、独）
HUT, Piet（プリンストン高等研究所、米）
KLEIN, Richard（カリフォルニア大学バークレイ校、米）
KLESSEN, Ralf（ハイデルベルグ大学、独）
BASU, Shantanu（西オンタリオ大学、カナダ）
OGILVIE, Gordon（ケンブリッジ大学、英）
LEINHARDT, Zoe（ブリストル大学、英）
MEYER, Bradley S.（クレムソン大学、米）
CHEOUN, Myung-Gi（ソンシル大学、韓国）
RYU, Chung Yeol（ソンシル大学、韓国）
MATHEWS, Grant J.（ノートルダム大学、米）
DELIDUMAN, Yamac（ミマールサイナン工芸大学、トルコ）
BALANTEKIN, Akif B.（ウィスコンシン大学、米）

「国際連携室」は、国立天文台全体として特色ある国際研究協
力のための、戦略の策定・推進及び国際化の基盤強化を図る
取り組みを支援し、研究者の自主的な研究活動を促すことを
目的としている。「国際連携室」では、国際協力プロジェク
ト支援、海外の天文学研究組織との交流窓口、国際活動情報
の収集・提供、国際研究集会・研修・セミナー等の開催支援、
外国人研究者・学生の受け入れ支援、国内研究機関との国際
交流に関する連携などの各種活動を行う。さらに2010年度は、
引き続き「世界天文年2009推進室」の業務を分担し、世界天
文年2009関連の諸活動のまとめを行った（次ページ「世界天
文年2009推進室」の報告参照）。

1. 国際協力プロジェクト支援

　国際研究協力を組織的かつ主体的に展開していくために必
要な情報を収集・提供し、国際活動に関する連絡調整、国際
協定の締結・支援及びノウハウの蓄積を行う。海外の大学・
研究機関等と協定・契約等を通じて連携をしていくうえで、
どのような点を考慮しなければならないか、どのような解決
方法があるか、個別案件に関する相談・調査等の活動を通じ
て、情報を収集・蓄積し、提供する。また、個別案件につい
て、取組への助言、相談や質問に応える。
　2010年度は、国際協力協定、覚書の新規締結を3件、さら
に更新1件を取り扱った。また、共同研究に関わる107件の安
全保障輸出案件を耽り扱った。

2. 海外の天文学研究組織との交流窓口

　東アジア各地域を代表する中核天文台である、中国科学院
国家天文台（中国）、自然科学研究機構国立天文台（日本）、韓
国天文宇宙科学研究所（韓国）、台湾中央研究院天文及天文物
理研究所（台湾）の4機関を構成員とする東アジア中核天文
台連合（EACOA）の事務局として、毎年1回開催される、4
機関の台長・所長会議を企画し、また実務担当者による事務
局会議を主催した。さらに、東南アジア天文学ネットワーク
（SEAAN: South-East Asia Astronomy Network）との連携窓口と
しての機能を担当した。
　国際天文学連合（IAU）が、2009年8月のリオ・デ・ジャ
ネイロでの第28回総会において採択した、発展途上国向け
の天文学戦略プラン2010-2020（Astronomy for the Developing 
World）に基づき設置された、国際天文学連合天文学発展の
ためのオフィス（the IAU Office for Astronomy Development: 
OAD）に協力し、東アジア地域での活動を支援した。

3. 国際研究集会・研修・セミナー等の開催支援

　国立天文台が主催または協賛する国際研究集会・研修・セ
ミナー等の企画、実施をサポートする。事務的な課題や対応
についての相談や質問に応える。また、要望があれば、適切
な連携先や担当者の紹介、機関間の調整、関連情報の収集な
どを行う。
　本年度は、東アジア中核天文台連合と協力し、10月10－
15日に上海で開催された「第8回東アジア天文学会議」（East 
Asian Meeting on Astronomy）の開催を支援した。

4. 外国人研究者・学生の受け入れ支援

22.　国際連携室
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　外国人研究者・留学生等の研究教育・生活環境面での組織
的な支授体制を強化する。外国人研究者・留学生等の日本で
の快適な生活を支援するため、ビザをはじめとする各種手続
きや生活相談に応じるほか、日常的な生活情報の提供も行う。
　本年度は、外国人客員（新規受入：6名、継続：1名）、日
本学術振興会外国人特別研究員（2名）の受け入れ業務を行っ
た。また、来日ビザ等の取扱として、在留資格13名（客員の
9名含む）、身元保証等23名（16件）について処理した。

5. 国内研究機関との国際交流に関する連携

　国内の大学等の教育・研究機関との国際交流に関する連携
を進めるとともに、自然科学研究機構の国際戦略本部および
国際連携室との国際協力に関する連絡調整を行う。
　大学国際戦略本部強化事業の一環として自然科学研究機構
国際連携室と協力し、「国際共同研究支援職員研修」を企画、
外国人研究者向けの受入れマニュアルの作成、自然科学研究
機構各機関での英語マスターセミナー、等の実施を支援した。
さらに、自然科学研究機構事務局と協力し、サバティカル制
度の調査を目的としてハワイ大学へ職員を派遣した。

23.　世界天文年 2009 推進室

「世界天文年2009推進室」は、2008年10月1日に国際連携室
の下に設置され、国際天文学連合（IAU）が提案し国際連合
（UN:United Nations）とユネスコ（UNESCO:The United Natins 

Educational, Scientific and Cultural Organization）によって実
施された「世界天文年 2009（International Year of Astronomy 
2009）」における日本の代表組織「世界天文年2009日本委員
会」（委員長：海部宣男 前国立天文台長）と協力しながら、国
立天文台が国内外で展開した世界天文年2009事業を支援した。

1. 機能

　昨年度に引き続き、国立天文台における世界天文年2009関
連事業の実施にあたり中心的な役割を担った。
　また、世界天文年2009の活動終了にあたり、日本における
活動報告として「世界天文年2009報告書」の編纂・発行を
行った。

2. 体制

　室長（国際連携室長併任）の下、専任職員として、昨年度
に引き続き広報普及員2名（うち1名は9月末まで）を雇用、
国際連携室ならびに天文情報センターの協力を得ながら事業
を推進した。

3. 活動

（1）ウェブサイトの運用

　昨年度に引き続き、世界天文年の日本のウェブサイト
（http://www.astronomy2009.jp/）の運用を行った。

（2）天文同好会サミット2010－世界天文年、その先へ
　2010年4月17日～ 18日に開催（参加者数173名）、世界天文
年2009をきっかけに繋がりが深まった、全国の天文愛好者・
同好会同士、また研究者・教育普及関係者との繋がりを今後
どのように生かし広げていくかを議論するシンポジウムを開
催した。

（3）日本天文学会創立100周年記念・世界天文年2009巡回企
画展「ガリレオの天体観測から400年 宇宙の謎を解き明かす」
　昨年度の5会場（東京、仙台、新潟、名古屋、大阪）に引
き続き、6会場目として4月～ 6月には防府市青少年科学館で
企画展を開催。6会場での開催日数は224日、入場者総数は
226,261名にのぼった。
　その後も、日本天文学会創立100周年記念事業としてこの
企画展は続けられ、金沢市、浅口市、新居浜市、熊本市の4
会場、2009年～ 2011年で計6会場を巡回した。

（4）「世界天文年2009報告書」の制作
　世界天文年2009の日本での活動報告をまとめた冊子を編
纂・発行した。世界天文年2009の概要、日本での取り組み、
全国各地で実施された関連事業についてまとめた。また、世
界天文年2009が取り上げられた報道や関連する執筆・講演に
ついてもまとめた。この報告書は、世界天文年2009の日本の
ウェブサイト（http://www.astronomy2009.jp/）でも閲覧できる。


