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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

　2011年3月11日に発生した東日本大震災により水沢VLBI観
測所の電波望遠鏡が大きな影響を受け、その復旧工事が平成
11年度の大きな課題になった。地震の影響により大きな障害
を受けたのは、水沢観測局のVERA 20 m望遠鏡および10 m望
遠鏡と茨城観測局の日立32 m望遠鏡および高萩32 m電波望遠
鏡である。水沢観測局の復旧作業は定期保守月間である6、7
月を延長して対応し、8月中旬以降に定常観測が再開された。
茨城観測局は、倒壊の恐れがある日立32 m望遠鏡のアジマス
レール保持機構の緊急工事を年度当初に実施し、年度末に第
一次復旧工事を年度末に実施し試験運用を可能としたが、本
格的な復旧工事は第二次復旧工事ということで、23年度に持
ち越されることになった。地震の影響により従来のVERA計
画に若干の影響が発生したが、その他の光結合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、石垣島天文台の研究活動は従来通りに実施された。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。また、大マゼラン雲
の晩期型星で成立している絶対光度―変更周期の関係が天の
川銀河で成立していることを検証することも大きな科学目標
の1つになっている。これらの位置天文観測を高精度に実施
するためには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にも寄与する
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行い、試験運用を開始した。磁気テー
プや磁気ディスクの相関処理は三鷹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、新旧相関器による処理結果を比較するなどの検証を終え、
定常運用に移行しつつある。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、23年度には従来の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作業を進めた。すでに、山口32 m電波
望遠鏡、国土地理院筑波32 m電波望遠鏡、岐阜大学11 m電波
望遠鏡の移行作業は終了した。情報通信研究機構鹿嶋34 mア
ンテナは総務省が管轄する JGNで接続されているので、東京
大手町にて JGNとSINETを相互接続することになった。

（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
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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
ザーの観測を目指している。特にメタノール天体のサーベイ
観測ではVERA観測局も参加し、多くの天体の検出に成功し
た。東日本大震災の影響で情報通信研究機構鹿嶋34 mアンテ
ナ、国立天文台茨城観測局は試験的な観測を行うことにとど
まった。山口32 m望遠鏡や臼田64 mアンテナには、ギガビッ
ト記録が可能な広帯域データ取集系の導入と整備が行われた。

（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。

（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 IAG下の
国際プロジェクトGGPの枠組みで行い、得られたデータを国
内・国外の研究者と相互交換するとともに、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、そのために必要な絶対重力計の開発やSGの観
測精度に見合う重力変化の補正法開発もあわせて行う。

（6）石垣島天文台
　九州沖縄地区で最大（口径105 cm）の光学赤外望遠鏡を備
え、北緯24度東経124度の立地条件を活かして、三色同時撮
像カメラ（MITSuME）と組み合わせ、ガンマー線バースト
（GRB）の残光観測のほか、超新星観測、彗星や小惑星など
で起きる突発現象などの観測的研究を行っている。2011年度
から始まった光赤外天文学大学間連携観測網にも参加し、重
要な役割を果たしている。
　公開天文台としての役割も持ち、土日祝日には、一般向け
の天体観望会を開催し、年間8000名前後の利用者がある。学
校教育、生涯教育にも貢献している。琉球大学と連携授業の
協定を結び、天文学の講義や観測実習を行っている。放送大
学の面接授業にも協力している。

2. プロジェクト進捗状況

（1）VERA

1）研究全般
　2011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進めるとともに、3年を経過したプ
ロジェクト天体リストの更新も行い、さらに新しい天体の観
測も開始している。天体リスト更新に関しては、最近発見さ
れた新しい水メーザー源や、新しくVERAに受信機を搭載し
て観測可能となったメタノールメーザー源についても考慮し、
これまでの約300天体のリストに約100天体を追加して、合
計400天体のプロジェクト天体リストとした。今後3年程度の
観測は今回更新した天体リストに準拠して進める予定であり、
その後も3年ごとに修正を行いつつリストの拡充を図る予定
である。
　2011年度の観測については、これまでどおり年間40天体程
度のペースでモニター観測が進められて、すでに2011年度ま
でに累積で120を超える天体についてモニター観測が終了し
た。これらのデータについて2011年度も解析を精力的に進め、
論文としての成果出版を進めた。2011年の初頭にはPASJでの
2回目のVERA特集号が出版されたが、その後も以下にあげ
るように多くの成果が論文として出版された。
　VERAの位置天文観測では、半不規則型変光星であるRX 
Boo（Kamezaki et al. 2012）や Infrared Dark Cloud G34.43+0.24 
（Kurayama et al. 2011）、さらには、分子雲G48.61+0.02 （Nagayama 

et al. 2011）、G192.16-3.84（Shiozaki et al. 2011）、W3（Matsumoto 
et al. 2011）などに付随するメーザーの観測から、それぞれ
正確な距離と固有運動が得られた。このうち、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。この結果は、
超新星残骸W51Cとの相互作用による誘発的星形成の可能性
を示すものとして興味深い。このほか、EVNとの協力で観測
が行われているCyg X領域のメタノールメーザーの位置天文
計測についても、初期成果として距離が求められ論文として
出版された（Rygl et al. 2012）。
　さらに、これまで多数の天体の位置天文計測が終わったこ
とを受け（これまでに28天体の年周視差が学術雑誌に出版
された）、これらの天体の距離と運動に基づく銀河系構造解
析も進められた。VERAに加えて米国のVLBAや欧州のEVN
の観測もあわせた計52天体のサンプルを用いて銀河系の基本
構造を評価した結果、銀河系中心距離としてR0 = 8.1 +/− 0.5 
kpc、LSRにおける銀河回転角速度として、Ω0 = 30.4 +/− 0.8 
km/s/kpcを得た。この結果はまだpreliminaryなものであり、今
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後さらに詳細な解析を行うべきものであるが、LSRの回転速
度Θ0(= Ω0 × R0)については IAUの推奨値である220 km/sを上
方修正すべきであることがすでに示されている。また、50個
程度の天体ですでに数%の精度が出ていることから、今後は
さらに天体数を増やすことで、最終的には1%程度ないしそ
れ以下の銀河定数の決定が期待される。
　また、位置天文や銀河系構造に加えて、メーザー現象やメー
ザー天体に関する研究も進められ、G353.273+0.641の高速ア
ウトフローに付随するメーザーの変動や分布が捉えられた
（Motogi et al. 2011）ほか、13年ぶりに発生したオリオン水メー
ザーバーストのバースト発生位置特定にも初めて成功した 
（Hirota et al. 2011）。また、似たような現象として、G33.64-0.21
のメタノールメーザーのバースト検出にも成功した（山口大
学との共同観測、Fujisawa et al. 2012）。このほか、Kバンドで
の参照電波源探査についてもこれまでの観測の解析が行われ
てその結果が出版されており（Petrov et al. 2012）、2011年に
はVERAのデータを用いて合計20編以上の論文が出版されて
いる。

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、最も高い測位精度を達成
している。この観測は2011年度も継続して実施しており、プ
レート運動による経年的な変動が1次式では表現できないこ
とが明らかになっている。
　2011年 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本
大震災）により、日本列島の広範な地域でそれまでの変位速
度場が一変した。VERA水沢局では地震時に東南東の方向に
2.4 mの変位が生じたが、その後も変位が継続し、地震発生か
ら1年経過した時点で変位量が3.0 mに達している。GPSの連
続観測からは、その変動は exp(−t)型の減衰曲線よりも log(t)
型の変動を示しており、今後も相当長期（10年以上）にわた
り変動が継続することが示唆される。他のVERA観測点の座
標変動については、小笠原局では2010年12月に発生した地
震による変位、石垣島局ではスロースリップイベント（SSE）
と呼ばれる現象による不規則な変動が見られる。VERA局の
座標決定においてはこれらの変動を考慮し、2005年から2008
年の入来局の変位速度が1次式で表せると仮定し、VERA 4
局の座標変動が求められている。VERA局の座標を国際座標
系に結合するために、国土地理院つくば局との座標結合観測
（JADE観測）をこれまで繰り返し実施してきたが、つくば局
自身も昨年の地震で0.8 mに及ぶ大きな変動を生じているた
め、VLBIを用いて安定した座標系を再構築するには今後しば
らく時間がかかる見込みである。
　東日本大震災で生じた上下変位については、水沢において
は地震時に0.11 mの沈降、その後隆起に転じて1/3 ~ 1/2程度回
復したことがVLBIおよびGPSで見られる。重力変化について
は単純には重力の増加が期待されるが、実際には地殻の伸張
にともなう質量欠損の影響が大きく、江刺地球潮汐観測施設

で実施された重力絶対測定では地震直後では重力減少、その
後重力が回復する傾向が見られる。水沢で行っているSGの連
続観測は、震源地に近く地震時の機械的な振動が大きかった
ため、地震にともなう重力変化は残念ながら検出できなかっ
た。地震後の長期的な変動に注目して解析を進めている。

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、2011年度は477回、4336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波天体のフリン
ジ検出試験観測、測地観測、大学連携VLBI観測、そして韓国
VLBI観測網（KVN）などのアレイとの試験観測である。こ
れらVLBI観測の観測数・時間数は以下のとおりである。
　VERA共同利用観測：59 観測　456時間、
　VERAプロジェクト・試験観測など：361観測　3011 時間、
　VERA測地観測：29観測　711時間、
　大学連携VLBI 観測：18観測　158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の保守は昨年度再編した保守グループが担い、系統
的な性能の確認・予防保守については各メーカーによる年1
回の保守時に行い、主に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。
　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、修復作業
および完全整備を実施した。また、水沢局設置水素メーザ予
備機がこの地震で発振不調に陥り、オーバーホール作業を実
施した。
　AZおよびEL減速機のオイル漏れ対策としての小笠原局お
よび入来局のオイルシール交換を行った。入来局については
カビなどでアンテナ全体の汚れが激しく、部分補修塗装を実
施した。小笠原局では、開発を進めていたフィドーム膜の完
成を受け交換を実施するとともに、塩害による錆の進行への
対処として、アンテナ構造体の部分補修塗装および下部機器
室空調機の更新を行った。石垣島局では上部機器室内2ビー
ム駆動ジャッキモータ電力ケーブル交換、上部機器室の視野
回転機構部内ガス漏れヘリウム管および損傷同軸ケーブル類
の入れ替え、上部機器室空調機ダクトのルート変更および固
定方法の更新や上部機器室空調機の更新、錆の進行がアンテ
ナ全体に及んでいるアンテナ塗装面の全面補修塗装、アンテ
ナレールの台車走行面凹み対策を目的とした年次計画の最終
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年となるAZレール切削を実施した。
　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、VERA 10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、定常運用に向けた試験を行っている。
　VERA 全局の記録系の広帯域化においては、各局に既存系
と並行導入したOCTAVIA、OCTADISKによる 2 Gbps× 2 ch 
の広帯域記録系とDIR2000の代替としての1 Gbpsの記録系の
2つ観測モードを中心に立ち上げ、それぞれフリンジを得る
ことができ基本性能は確認することができた。また定常的・
安定運用に向けて既存系の観測と並行して広帯域記録系によ
る記録試験運用を実施した。これらの試験によりOCTAVIA・
OCTADISKでパーティッション情報を失いデータを喪失して
しまう問題や、まれにHDDの記録・再生が間に合わなくなる
問題等のあることがわかり、多数の記録試験によりこれらの
原因を突き止め、安定運用へつなげることができた。まだ一
部課題は残されているが発生条件について整理しながら原因
究明を進めている。
　また一方で10 GbEで伝送されるVDIF形式のデータを直接PC
に取り込むソフトウェアも開発に着手しており、1台で6 Gbps
超で記録できるPC構成について知見を得ることができた。
　両偏波観測に関する開発では水沢局に引き続きの入来局フ
ロントエンド部を改修した。来年度以降実際に搭載して単一
鏡や水沢局とのVLBI試験観測を行い両偏波観測体制を立ち
上げていく予定である。
　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。日本が主
担当となっているディスクバッハシステムでは、運用ソフ
トウェアのバージョンアップ等の対応とFX相関器での相関
処理試験を行い実運用に耐えられるシステム構築を完了し
た。また昨年度より行われている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
た韓国が主担当となっているVCSや後処理・アーカイブソフ
トウェアの開発についても担当日本メーカーも含めてデータ
解析検討・評価に加わりKJJVC全体の進展に大きく貢献でき
たと考えている。
　

（2）光結合VLBI
　光結合VLBI計画では2011年4月に基幹回線である情報学研
究所のネットワークSINET4がSINET4に、情報通信研究機構
のネットワークJGN2+がJGN-Xにアップグレードとなりすべ
ての観測局で対応が必要となった。特にSINET4では通信プ
ロトコルがOC48から10 GbEへと大幅な変更があり通信装置
の変更が必要となった。そこで2011年度は、国土地理院32 m
アンテナ、山口大学32 mアンテナ、岐阜大学11 mアンテナの

データ伝送のため順次各局にOCTAVIAを設置し、SINET4と
の接続試験により実運用でのビットレートでのエラーフリー
を確認した。また北海道大学苫小牧11 mアンテナはOCTAVIA
でなく、北海道大学所有のK5PCを一時的なバッファとして、
後処理により低速でコピーすることでストレージをベースに
した光結合局として運用が可能となった。
　また鹿島局や今後接続予定の茨城局のデータはローカルア
クセス回線とJGN回線により情報通信研究機構小金井局まで
伝送しそこから三鷹までGEMNET2回線で接続していたが諸
事情により回線の維持が難しいことがわかり、代替の回線を
検討、各機関と調整を行った。その結果JGN-X回線とSINET4
回線を各回線のアクセスポイントがある大手町で相互接続さ
せることで同等の回線が維持できることがわかり各機関と手
続きを進めている。
　今後は震災の影響が残っている茨城局、鹿島局の接続を進
めて光結合ネットワークの拡充を進めるとともに、すでに接
続されている局を用いて光結合が持つ高感度性、速報性、運
用の高効率性等の他のVLBIアレイにはない特色を活かした
観測を進め天文学的研究を進めていく予定である。

（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
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
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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ほか）で導入された3色同
時撮像カメラ（MITSuME）を活用し、突発現象などに速やか
に対応し、多くの成果を挙げている。2010年12月に観測した、
小惑星シャイラ（小惑星番号：596、Scheila）のアウトバース
トの撮影では、その後はハワイ観測所の観測データともあわ
せ、その成因を明らかにし、2本の査読論文となった。また、
M51、M101に出現した超新星の観測でも、迅速に対応し、増
光減光を捉え、光度曲線を描き出している。小惑星、彗星な
ど太陽系天体の観測も行っている。
　琉球大学との連携授業は3年目を迎え、大学での座学、石垣
島での観測実習も競争率二倍以上と高人気が続いている。地
元高校生を対象にした研究体験「美ら星研究体験隊」、高校生
による「星の島、石垣島観光ツアー作り」なども開催された。
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。地域などで行われる生涯教育などの天文講演依頼にも応
じてきた。
　天体観望会は、一昨年10月の大雨による林道の土砂崩れに
より、参加制限をしての開催となり、年間の見学者は、6200
名と減少した。なお、林道は12月に復旧し、これまで以上に
参加者が増加している。

（6）惑星VLBI探査
　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観測を行った。
VERA 4局さらに、1年間あまりの標準観測期間のうちおよそ
2ヵ月の間は国際局を含めた観測が行われた（平成19–21年）。
観測データの相関処理の計画以上に時間がかかったが、最終
的にVLBI観測データを加えることにより月の裏側と縁辺域
の重力場が向上することが明らかにされた（Goossens, S. et al, 
2011）。
　次期月探査（SELENE-2）においては、着陸船と軌道船の
両方に電波源を置いて相対VLBI観測を行い、軌道船の長波
長の軌道変化から、月深部の状態を探る。月のコアが融けて
いるか、下部マントルが融けているか、という情報は、コア
のサイズとともに月進化研究では、未解決の重要な要素であ
る。コアが融けていれば大量の硫黄が融点を下げていると考
えられ、下部マントルが融けていれば、水が融点を下げてい
ると考えられる。いずれも巨大衝突による月形成モデルでは
説明は容易ではない。
　SELENE-2では月周回衛星1機と月面に設置されるサバイ
バルモジュールにVLBI用電波源を搭載し、VLBI観測を用い
て重力場を計測する。そのための基礎開発、とくに月面電波
源、アンテナの低温対策を行ってきた。SELENE-2システム
のサバイバルモジュールと同様に、消費電力を抑えれば越夜
して長期間観測は可能と判断している。かぐやでは2機の子
衛星の軌道を同時に解いていたのに対して、SELENE-2では、

見かけの秤動成分などを除けば、月面電波源を基準としても
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。精度の良いX帯での相対VLBIを行うため、電
波源間離角が大きい場合は、2ビーム手法により衛星を追跡
する。平成24年度からはX帯2ビーム受信システムの開発を
科研費ベースで行う予定である。

3. 共同利用・共同研究

（1）共同利用
　2011年度共同利用では昨年度までの22 GHz帯と43 GHz帯
に加え6.7 GHzでも公募を行い、11件542時間の観測提案がよ
せられた。海外からの提案は3件206時間であった。これら
の提案は国内の関連分野研究者から選出されたレフェリーに
よる審査をもとにVLBIプログラム小委員会で審議され、7件
402時間が採択された。2012年1月より観測が実施されている。
　また、江刺地球潮汐観測施設の重力基準点において、東日
本大震災にともなう重力変化を検出するために、東京大学地
震研究所と国土地理院により、重力絶対観測が実施された。
　

（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・国土地
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。2011年度には、大学連携各
局とVERA観測局との間でメタノール分子の観測を行い、位
置天文観測、サーベイ観測などで大きな成果が得られた。

（3）日韓共同研究
　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。2011年度は2010年度に引き続き運用フェー
ズ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
ソフトウェアや相関データのクイックルルックソフトウェア
の開発も行われた。さらにVERAとKVNの結合アレイで行っ
たVLBI試験観測の相関処理を国立天文台三鷹VLBI相関局FX
相関器でも行い、東アジアVLBI相関器および結合アレイの
性能比較等を行った。
　VERAとKVNの結合アレイの科学目標を検討する4つの
ワーキンググループを設置し検討を進めており、第一回の合
同サイエンスワークショップが2012年2月に韓国延世大学で
開催された。その中で、日本のVERA観測網と観測のKVN観
測網を結合することでお互いの弱点を補い合ったVLBI観測
網が形成可能であり、アストロメトリ観測やAGNなどのイ
メージング観測で飛躍的な観測能力の増加が期待できること
が確認された。
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1. 45m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第30期共同利用観測は、2011年12月22日から開始された。

採択件数は、一般前期は国外3件を含む20件（応募40件）、一
般後期は国外5件を含む13件（応募27件）、ショートプログ
ラムは国外2件を含む12件（応募15件）、教育支援枠は3件
の応募があったが、採択されなかった。悪天候で本来の観測

2.　野辺山宇宙電波観測所

（4）共同研究
　国土地理院との共同研究協定に基づき、国内の測地VLBI
観測（JADE観測）にVERA局が参加している。また、国際
VLBI観測である IVS-T2観測に参加し、VERA局の座標維持
に努めている。
　ドイツ、ポツダム地球科学研究所との研究協定に基づき、
GPS衛星、Galileo衛星の観測を行っている。GPSの観測デー
タは IGSの観測点として公開されており、広く研究者に利用
されている。Galileo衛星の観測では、衛星軌道の決定のため
の観測点として位置づけられており、世界の測地研究者、ナ
ビゲーションデータの利用者に貢献している。
　ノルウェー地図局との共同研究では、Ny-Alesund基地にお
けるSG観測のデータ交換を行っている。オーストラリア国立
大学地球科学学部との共同研究では、Mt. Stromlo観測所にお
けるSG観測のデータ交換を行っている。これらのデータから
地球力学研究を行っている。

4. 広報普及活動

（1）施設公開
　4月15日　第3回「公開天文台」（茨城大学宇宙科学研究セ
ンターおよび国立天文台水沢VLB観測所茨城局の特別公開）
が開催され、約1000名の参加者があった。
　7月30日～ 8月5日　「南の島の星まつり2011」（VERA石垣
局・石垣島天文台特別公開同時開催）が開催され、ライトダ
ウン星空観望会は雨天のため室内での開催となり1000人が集
まったのを始め、石垣島天文台の天体観望会も悪天候のなか
500人が参加し、VERAの特別公開は400名の参加があり、星
まつり全体では、4000名の参加者があった。
　8月20日　いわて銀河フェスタ2011（水沢地区特別公開）
が開催され、約2300名の参加者があった。
　8月20日　VERA入来局特別公開が「八重山高原星物語」と
共同で開催され、約1500名の見学者があった。
　11月21日　VERA小笠原局特別公開「スターアイランド
2011」が開催され、約220名の参加者があった。「4D2U」を
使用した4次元デジタルシアターを上映し、大好評だった。
　また、前日に開催された宇宙講演会は満席で好評だった。

（2）高校生体験研究
　8月9日～ 11日の間、岩手県の高校生を対象にした「第5回

Z星研究調査隊」と沖縄県の高校生を対象にした「美ら星研
究探検隊」が開催された。
「第5回Z星研究調査隊」は水沢VLBI観測所を会場に開催し、
被災地から高校生を1名招待し、合計4名が参加した。新しい
電波星（水メーザー源）を1つ発見した。
「美ら星研究探検隊」はVERA石垣局および石垣島天文台で開
催され、28名が参加した。むりかぶし望遠鏡で超新星を観測
し画像処理の学習を行った。

（3）その他
　奥州市内小学校の校外学習や県内高校の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
時間におよぶ停電の間、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。また、2011年11月からは協定国際世界時への寄与
が再開されている。

6. 教育実績

　大学院教育については、東京大学2名、総研大3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、岐阜大学、茨城大学で研究・
教育が関連する事業が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回程度開催し、VERAの
基本方針および日本におけるVLBI研究全体の方針や将来計
画に関する議論を行い、電波専門委員会に報告している。23
年度には、5月、7月、11月、1月の4回開催した。
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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1件
（応募1件）が採択された。そのほかに、VERA共同利用が2
件行われた。
　新分光計SAM45を16台使用できる形での運用を目指した
が、残念ながら新A/D変換機PANDAの不具合などのため、現
在のところまだ16台すべてを使用した観測はできていない。

（2）装置改修・開発
　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。
・2ビーム受信機TZの安定化を向上させ、実際に観測で使用
できるレベルまでにすることができ、遠方銀河のレガシープ
ロジェクトで威力を発揮し始めている。
・新マルチビーム受信機FORESTを45 m鏡に搭載して、試験
観測を開始した。

（3）研究成果
　45 m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。それぞれ、以下のような成
果を挙げている。

（a）分子スペクトル線サーベイは、5年目の観測を行ってい
る。興味深い天体を銀河系内（L 1527, L 1157, G28.34+0.06）、
および銀河系外（NGC 1068, NGC 253, IC 342）から選んでい
る。L 1527は星形成をともなう暗黒星雲であり、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中であ
る。L 1157（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。78.1–115.5 GHz
の周波数領域のサーベイが終了した。44分子種の130本のス
ペクトル線が観測され、分子組成の全貌が明らかとなった。
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。80–110 GHzの領域での観測を継続中である。
系外銀河は、85–116 GHzの領域でのサーベイが終了した。

（b）今期の星形成プロジェクトは、（1）星団形成領域と（2）
原始星コアの観測を行った。（1）では、Pipe星雲のB59と
Aquila RiftのSerpens Southの2つの星団形成領域をT100受信機
を用いて高密度ガストレーサーで観測し、星団形成領域では
原始星ジェットにより加速された大局的アウトフローと若い
点源へのインフォールの2成分が混在する様子が検出された。
（2）ではコアの回転構造の起源解明を目的に、近傍の低質量
星形成領域の原始星コアを複数の輝線を用いて観測した。

（c）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、多量のダストに包まれているため、可視光や赤
外線では非常に暗く、精確な赤方偏移の決定は非常に難しい
ものであった。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TZを用いて、サブミリ波銀河のCO輝

線の観測を進めており、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。今年度は新たに3天体
からの分子ガス輝線の検出に成功した。今後、受信機の安定
度を向上させ、赤方偏移を決定するためのサーベイ観測を実
施する予定である。

2. SPART

　平成23年5月、ミリ波干渉計は教育支援等の部分運用を経
て幕を閉じた。その後、大阪府立大学（科研費基盤研究B、代
表：前澤）が中心となって、F号機を干渉計システムから切り
離して単一鏡として利活用できるように改良を行い、我々の
銀河系の典型的なG型星：太陽が、現在の太陽系惑星の中層
大気環境のバランスにどのような影響を与えているのかを監
視する世界初のプロジェクトを開始した。F号機以外のアン
テナ制御系、受信機、LO系、IF系、各種計算機や、相関器類
はすべてシャットダウンし、F号機には独自に開発した IF系
やデジタルフーリエ分光計（帯域1 GHz、分解能16380 ch）を
搭載した。これらの装置はLinux計算機を用いたPython言語
により制御し、アンテナの駆動系は従来のCOSMOS3を利用
している。このほか、GM-JT冷凍機のメンテナンスや、CCD
カメラや雨漏りなどの補修、1/4λ板による定在波除去装置の
取り付けを行い、11月にはF号機を用いて火星やオリオン分
子雲の一酸化炭素の100 GHz帯のスペクトル線（J = 1–0）の
ファーストライトに成功した。現在、火星・金星の中層大気
を中心に監視を進めている。この研究では、東北大学、情報
通信研究機構、名古屋大学、宇宙科学研究所、北海道大学、
東京大学、パリ天文台などの研究グループとも連携研究を推
進している。

3. ASTE

（1）科学運用、観測研究

1）科学運用の推進
　前年度に続き345 GHz帯システムでの分光観測を推進し
た。
　記録的な大雪によって6月下旬から8月末まで運用休止を
余儀なくされたものの、衛星ネットワーク通信の更新を完了
し、通信トラブルによるロスを最小限に抑えられたことから、
多くの観測を実現することができた。さらに、老朽化により
種々の問題を抱えていた発電機の更新も完了し、これまでよ
りも安定した観測の実現にむけて大きく前進した。その結果、
共同利用は採択した10件の観測が実施された。また、例年と
同じくチリ時間として科学運用時間のおよそ10 %（全3件）の
運用も行い、高い評価を得ることができている。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 Programと1件の試験観測、1件の所長裁
量枠を実施した。
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2）観測的研究の推進
　分光観測から、低質量原始星R CrA IRS7Bの無バイアスラ
インサーベイによって16種の分子を同定し、これまで若い原
始星周辺の化学組成として知られていた飽和有機分子が豊富
なHot Corinoと炭素鎖分子が豊富なWCCC天体の両者の特徴
を併せた化学組成を持つ天体があることが明らかになった。
実に小質量星形成領域の化学組成が予想外に多様であるかが
示されている。AzTECカメラによって発見された1000を越
すサブミリ銀河のSMA/CARMA/CLA/SUBARU などによる 
Follow-Up観測を引き続き進めている。また、データ処理手法
の発展に伴って近傍銀河や遠方銀河団の観測成果が実を結ん
できている。これらの成果はALMA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）研究集会の開催
　2012年1月18日に昨年に引き続き、ASTE Science Workshop
を開催し、345 GHz/492 GHz帯観測の成果および今後の観測効
率化についての議論が行われた。さらに、2011年3月13－14
日に開催したASTE/45 m将来計画Workshopでは将来の計画に
つながる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、
独自の多色連続波カメラ（1.1/0.85/0.45 mm; 160/270/800 pix）
の開発を継続した。TESボロメータアレイについては、UC 
Berkeley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、McGillや東大と、光学系の設計・製作では、
北大等と協力して推進している。今年度は、NRO実験室にお
い0.25 Kまでの冷却系を確立し、TESボロメータアレイの読
み出し評価を進めた。さらに、3月末からASTEに搭載し望遠
鏡との噛み合わせ試験を開始するに至った。

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いっそうの効率化のために、
345 GHz受信機の 2偏波化およびBand-8 QM受信機を同一
Dewarへ組み込む「一体化」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ALMA 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
ト化も継続している。さらに、オフ点の撲滅を標語に、連続
波カメラの読み出しおよび観測手法を応用した周波数変調局
部発振器による新しい分光法の開発を本格化した。これらの
運用・試験は2012年6月から開始する予定となっている。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、9－10月に搭載試験を行い、ファーストライトに成
功している。

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63,134人の見学者があった。また、職
員による施設見学案内は14件、講演依頼が3件、撮影・取材
依頼が合計22件あった。さらに、今年度は職場体験学習と
して、9月27－28日に臼田中学校の生徒2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1～ 5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、ポスターやパネル展示のほか
に、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、ウェブを通した広報として、観測所で運
用中の観測機器の説明を中心としたウェブサイトを運用して
いる。さらに、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、多数
の新聞や雑誌に野辺山の観測成果が掲載されている。

（2）NRO研究会ワークショップ
・2011年6月14日

ALMAプロポーザル検討（近傍銀河）のまとめ（代表：久
野成夫）

・2011年7月27日－28日
第29回 NROユーザーズミーティング（代表：高橋 茂）

・2011年9月12日－13日
Large Aperture Millimeter/Submillimeter Telescopes in the 
ALMA Era（代表：河野孝太郎）

・2011年12月7日－8日
第1回NAOJ星形成ワークショップ「星形成と磁場」（代表：
中村文隆）

（3）非常勤研究員の異動等
・研究員
中島 拓：名古屋大学太陽地球環境研究所助教
小野寺幸子：明星大学理工学部総合理工学科助教
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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20年、強度偏波計群
のうち3.75 GHzは1951年11月から60年連続して太陽観測を
行っている。定期保守を行うなど、非常に限られた職員によっ
て、最大限の運用実績を示している。連続運転を行う装置に
とって、年1回の電気設備点検のための停電や雷による停電
が一番の障害の原因となっている。また、アンテナの近くへ
の対地雷に起因するサージ電流による障害を最小限におさえ
るため、サージアブソーバーの交換を今年度実施した。しか
し、偏波計群の維持には苦労が多く、制御信号線の断線によ
り3.75 GHzで初めて2日間の欠測が生じた。また、長い間故
障したままであった80 GHzの受信機の原因が特定され、観測
に復帰することができた。
　東日本大震災およびその後の計画停電等の直接的影響を受
けることはなかったが、原発事故にともなった時計信号の長
期停波により、正確な時刻の取得が困難となった。対応のた
めに、水沢VLBI観測所からGPS時計を借用して一時的に凌
き、その間に既存の装置をGPS対応とした。
　現在アーカイブデータは野辺山のみにあるが、これを名古
屋大学太陽地球環境研究所および三鷹の天文データセンター
にも置き、野辺山とほぼ同様な環境で利用できるようにすべ
く作業中である。

2. 太陽活動の長期変動観測

　強度偏波計群は、旧名古屋大学空電研究所で行われていた
ものを含めて最長のもので60年、電波ヘリオグラフは20年観
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い。さらに長期
間の運用に耐えうる確固とした校正方法が確立しているため
に、高品質で均質なデータを世界中のユーザーに提供できて
いる。偏波計による電波フラックスは太陽活動指数として、電
波ヘリオグラフの画像は電波蝶形図としてグローバルな太陽
活動状況を把握するために利用されている。近年太陽活動の
低下、南北半球の非対称などの異常性がみられるようになっ
ているが、このような時にこそ長期間の均質なデータが必要
とされている。太陽活動は太陽風を通して太陽圏へ影響を与
えるとともに地球にも影響を及ぼすため、世界中の太陽研究
者のみならず太陽圏や地球物理学の研究者からもこれら装置
の長期運用が切望されている。
　世界中の研究者からの要望に基づき、国際科学会議（ICSU）
の常置委員会のひとつである太陽地球系物理学科学委員会
（SCOSTEP）の委員長から自然科学研究機構長宛てに、電波
ヘリオグラフの運用延長の要望書が提出されている。同様な
要望書が国際天文連合（IAU）の第二分科会（Div II）および

欧州物理学会太陽物理分科会（ESPD）においても準備されて
いる。

3. コンソーシアムを中心とした共同研究・利用

　電波ヘリオグラフ科学運用コンソーシアムが発足して2年
目になり、大学の研究者および所内の研究者を中心として共
同研究・利用を進めている。その成果として国内の若手の
ユーザーが増え、メンバーの中から博士1名と修士1名が誕
生した。月例でネット会合を持ち、専用のホームページ等
により、情報交換や企画を行っている。（http://solar.nro.nao.
ac.jp/HeliCon_wiki/）
　今年度のデータ解析ワークショップ（CDAW11）は、11月
7日から11日まで開催され、参加者は18名で内10名が学生で
あった。新人のための初心者講習を1日かけて行った。その
後3つの研究グループに分かれて解析を行い、最後にまとめ
の発表会を行った。終了後もグループ毎に再来所して解析を
進め、太陽研究会や学会において発表した。グループのテー
マは、それぞれ第24太陽周期の1. 全フレアの多波長解析、2. 
プロミネンス放出現象の多波長解析、3. 黒点における振動現
象解析であった。
　国内の太陽観測所と合同で、太陽研究会「太陽の多角的観
測と宇宙天気研究の新展開2012」（1月11日～ 13日、名古屋
大学）を開催し、事業報告を行うとともにCDAW11の成果を
発表した。
　外国からは、米国NRAOのBastian氏が10月24日から28日
まで、英国Warwick大のNakariakov氏が2月27日から29日ま
で滞在し、共同利用・共同研究を行った。さらに、3月1日か
ら8日まで米国AFRLのWhite氏が滞在し、野辺山にてAIPS
による画像合成ができるような環境を整えた。3月5日から9
日まで、米国NASAのGopalswamy氏とカソリック大学の八代
氏が滞在し、共同利用・共同研究を行った。

4. その他

　学部生の研究体験として、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に参加し、夏季に3週間1名の大学
生を受け入れた。また、信州大学の研究インターンシッププ
ログラムに参加して1名の大学生を1週間受け入れた。それぞ
れ電波ヘリオグラフのデータと衛星観測データを比較するな
どして太陽研究の体験を行った。また、「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17～ 18日に野辺山に12名を受け入れ、講演と施設見学を
実施した。さらに、高校生の研究体験学習への協力としてサ
イエンスパートナーシッププログラム（SPP）に参加し、横
浜柏陽高校にて指導を行った。

3.　野辺山太陽電波観測所
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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の運用
を主たる業務としており、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を行ってい
る。

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、現在は赤
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）による定常観測を継続し
ている。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行うものである。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。また2011
年度には高解像度Hα全面モニター観測も開始した。活動現象
に追随する高い時間分解能、複数露出時間の組み合わせによ
る広いダイナミックレンジ、Hα周辺の複数波長での撮像によ
るドップラー速度情報が得られる、基礎的観測ながら先進的
レベルを実現している。
　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フレアなどの定常観測
　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。2011月1月－12月では243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。
　これらシノプティック観測に用いている装置は一部老朽化
も見られるが、太陽全面の撮像データは広く天文・地球物理
コミュニティで必要とされるものなので、光球・彩層撮像の
装置更新とデータのより一層充実を図っている。上述のフレ
ア望遠鏡による高解像度Hα太陽全面像取得もそのひとつで
あり、全面像撮像観測はさらに充実を予定している。また、
より定量的な速度場や磁場まで含めた広視野観測を長期にわ
たって行うため、科研費（代表：花岡、2011－2014年度）に
より分光測光装置の製作を始めている。その他の既存装置に
ついても日常的な観測の他実験にも供することができるよう
整備を行っている。

2. 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
て継続されてきた様々な太陽観測のデータのうち約2.6 TB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きた。すでに公
開していたスケッチ等一部のデータに加え、さらにデジタル
化が終了した大正時代からのCa II K線の公開を開始した。同
様に100年近い蓄積のある白色光太陽像のデータの公開へ向
けて準備を行っているところである。また、すでにデジタル
データとして記録されているものでもCD-Rなど外部媒体の
記録となっているものがあるため、これらをデータサーバー
に移す全データオンライン化作業も進めている。

3. その他の活動、研究員の異動など

　乗鞍コロナ観測所は2009年をもって運用を停止し、施設は
自然科学研究機構へ移管したが、観測を行っていた装置のう
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、このために中国への移転を予定している。本年度は老

　特定技術職員として1年間原沢寿美子が加わった。名古屋
大学太陽地球環境研究所の増田智が新たに客員教員となっ
た。特別客員研究員と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継続している。助教の下
条圭美がALMAによる太陽観測の立ち上げに協力するために
ALMA推進室の併任となり、11月より三鷹勤務となった。
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朽化していたコロナグラフ鏡筒部分を新たに製作し、また中
国雲南天文台と共同で移設の準備を行いつつある。
　例年ユーザーズミーティングをかねた研究会を他機関と共
同で開催しているが、本年度は「太陽の多角的観測と宇宙天
気研究の新展開2012」を名古屋大学（2012年1月11日～ 13
日）にて開催した。
　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。茨城大学と偏光観測装置に関
する共同研究、京都大学と歴史的Ca II K線データのデジタル
化と活用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た。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。今年度は京都大学が中心となってペルーの若手
数名を含む参加者して開催した「FMT Summer School and Data 

Analysis Workshop 2011」の一部としてのワークショップを三
鷹キャンパスにて行い、太陽観測やデータ解析の実習を行っ
た。
　太陽観測所では太陽の基本データを取得しているため以前
から教科書等に画像が利用されることも多かったが、最近太
陽活動の低下と再上昇や2012年の金環日食が話題になってい
ることから、2011年度は30件を超える画像利用や取材の申し
込みがあり、積極的に対応してきている。
　人事については、研究技師である宮下正邦・佐野一成が定
年で退職した。乗鞍コロナ観測所業務を行う体制から三鷹で
の観測を中心とした体制への移行を進めてきたが、あわせて
これも完了となる。2011年度には新たに研究員・大辻賢一
が着任するとともに、専門研究職員・萩野正興が任期終了に
より退職した。また、客員教授としてロシア科学アカデミー
IZMIR研究所のKirill Kuzanyanが2011～ 2012年度にわたって
滞在中である。

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活かして独自の研究
活動も展開している。なお、2011年10月31日に岡山県の主
導で、観測環境の保全を目的とした第16回国立天文台岡山天
体物理観測所観測協力連絡会議が岡山市で開催され、観測環
境の保全に関わる協力体制の継続が確認された。
　188 cm望遠鏡の共同利用観測は、年間約210～ 230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。一方、2011年度から「大学間連携による
光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築」事業が
始まり、岡山天体物理観測所も188 cm望遠鏡と50 cm望遠鏡、
さらには91 cm望遠鏡による貢献を進めている。また、系外
惑星系探索を中心に中国、韓国、トルコ、ロシアの研究者と
天文学共同研究を進めている。加えて、ウズベキスタンやエ
ジプトの天文台に技術協力を行うなど、国際協力にも積極的
に取り組んでいる。
　独自の研究活動として現在、91 cm望遠鏡を超広視野近赤外
カメラ（OAO-WFC）へと改造し、銀河面にある変光天体を
系統的にサーベイする計画を進めている。また、科学研究費

補助金（基盤研究（A）「太陽系外惑星系探索の自動化」、代
表：泉浦秀行、平成23－27年度）により188 cm望遠鏡を改
修し、惑星探索能力を格段に向上させる計画を開始した。
　2012年3月時点での人員構成は、常勤職員6名（内訳：准教
授1、助教1、主任研究技師1、研究技師2、事務係長1）、契
約職員12 名（内訳：特定契約職員3、研究員2、研究支援員
2、事務支援員3、業務支援員2）、派遣職員1名である。

1. 共同利用

（1）概要
　2011年は、前期（1月から6月）に117夜、後期（7月から
12月）に115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、延べ、プロジェクト観測2件、一般観測20件、
一般観測（昼）2件（34日）が採択された。共同利用観測は
概ね円滑に遂行された。ただし、188 cm望遠鏡の駆動系に生
じた非常に稀な障害により、11月から12月にかけ11夜相当
の共同利用観測の損失が生じた。

（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
常作業のほかに、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いる。当該機関から蒸着作業への参
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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。11月に発生した駆動系の障害は、1960年の
開所以降、1991年に一度だけ発生が記録されていた。それを
もとに迅速に対応したが、主に部品調達のため、復旧までに
18日間を要した。ドームについては、6月に摩耗したスリッ
トレールの補修、7月から11月にかけて雨漏り補修と腐食鉄
部補修、3月に電力容量の強化と待機室の窓補修を実施した。

（3）会議
　プログラム小委員会を6月3日と11月15日に開催し、2011
年後期と2012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9日、10日に広島大学東広島キャン
パスにて、岡山ユーザーズミーティング（第22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、観測所の運用、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。さらに、平成23年度開始の科学研究費補
助金による188 cm望遠鏡の改修計画を紹介し意見回収を行っ
た。同じく平成23年度発足の「大学間連携による光・赤外線
天文学研究教育拠点のネットワーク構築」事業が、今後188 cm
望遠鏡の共同利用に及ぼす影響について意見交換した。

（4）観測・研究の成果
　2011年の共同利用で観測された天体は主として恒星であっ
た。ほかに太陽系内天体や系外銀河が前・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
索と星震学、高分散分光観測による恒星元素組成解析、前年
から急速に増加した近赤外線精密相対測光による系外惑星ト
ランジット観測などであった。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は共同利用に供しているエシェル型高分散分光器で
ある。現在、ファイバーリンクによる機能強化を進めている。
波長分解能が約5万の高効率ファイバーリンクについては、
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
とクーデ光路に比べて遜色ない視線速度の測定精度（短期約
2 m/s）の達成を確認した。2011年1月から1年間、シェアー
ド・リスク条件下のPI型装置として共同利用に供し、2012年
1月に通常の共同利用へと移行を完了した。一方、波長分解
能が約10万の高分解能ファイバーリンクの開発を進め、実験
室での組み立て調整を終え、試験観測の準備に入った。

（2）ISLE（近赤外撮像分光装置）
　ISLEは近赤外線の撮像と低・中分散分光の機能を供する共
同利用装置である。オートガイダーの改良により撮像モード
で世界最高レベルの相対測光精度を達成し、系外惑星のトラ
ンジット観測で需要が大幅に伸びた。また、東アジア地域に
おいて近赤外線分光機能を提供する唯一の装置であり、世界
最高レベルの検出器読み出し性能を活かし、優れた分光性能
を提供している。2011年後期の共同利用観測から、撮像モー
ドと分光モードの両方を、通常の共同利用観測ならびにプロ
ジェクト観測のいずれにも公開し、共同利用装置への移行を
完了した。

（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ている。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ている。

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。2011年度には、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、13個のガ
ンマ線バーストを観測し、そのうち2個の光学残光の検出に
成功した。観測結果を17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。2011年度には、6月の整備期間に研削・研
磨の完了した分割鏡一枚のアルミ蒸着作業を実施した。また、
定期的に開かれる技術検討会を通じて望遠鏡、ドームの技術
検討を行った。

（3）東アジア太陽系外惑星系探索網
　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2011年度には、中国との協力により褐色矮星候
補を一つ発見し、論文として出版した。

（4）大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点のネッ
トワーク構築事業
　2011年度より、日本の7大学と国立天文台が国内外に持つ
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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23年度は、前年度に引き続き8つの共同利用装置によ
る共同利用観測を実施した。また、平成21年度に開始した近
赤外線コロナグラフ装置 （HiCIAO）を用いた戦略枠プロジェ
クトSEEDSに加え、ファイバー多天体分光器（FMOS）によ
る戦略枠プログラムFastSoundが開始された。新規共同利用装
置 主焦点超広視野カメラ（Hyper Suprime-Cam, HSC）は試験
観測開始に向けた準備が進んでいる。
　平成23年7月2日、すばる望遠鏡筒頂部の可視光用主焦点
ユニットから冷却液漏れが発生した。主焦点ユニット、主焦
点カメラ（Suprime-Cam）、主鏡、第3鏡、カセグレン焦点周
辺光学系、微光天体分光撮像装置（FOCAS）等が冷却液を被
る事故となり、共同利用が停止した。主鏡・第3鏡の洗浄、
望遠鏡機能確認を行った後、使用可能な観測装置での共同利

用を7月22日に再開した。損傷した装置の復旧作業を進めて
おり、平成24年度内にはすべての機能が復旧する見込みであ
る。今回の事故の重大性に鑑み「すばる望遠鏡事故調査委員
会」が設置され、原因の調査究明が行われ、平成23年10月6
日に調査報告書が提出された。ハワイ観測所では、報告書に
示された再発防止のための改善策に沿った安全対策・運用体
制強化を実施した。
　平成23年度に関わる共同利用は、平成23年2月1日開始と
なるS11A 期のうち、4月1日からの4ヵ月分、8月1日から開
始となるS11B期の6ヵ月、および平成23年2月1日開始とな
るS12A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、S11A期とS11B期に限って報告する。

1. ハワイ観測所スタッフ

　平成23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21名（うち三鷹勤務7名）、技
術職員6名、事務職員3名、専門研究職員2名（三鷹勤務）、研

中小の望遠鏡を有機的に結びつけ、世界に先駆けて突発天体
の即時連続フォローアップ観測の地球規模ネットワークを構
築する事業が発足した。岡山天体物理観測所では188 cm望遠
鏡と50 cm望遠鏡に加え91 cm望遠鏡も動員して同事業へ貢献
するとともに、国際連携室と協力して本事業の運用を中心と
なって牽引している。2011年度には本事業のウェブページ、
メーリングリスト、データサーバーを構築し、連携観測の体
制整備と具体的観測の開始において主導的立場を果たした。
さらに、研究交流を促進する会議を主体的に開催した。

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、遠方GRBや銀河面の変光星を網羅的に探査する計
画を進めている。本年度は、クライオスタット内部への輻射
熱流入を減らすことにより、安定的な温度制御を実現すると
ともに、ストレイノイズの低減に成功し、すべての波長域で
当初の設計性能に近い検出限界を実現することができた。実
際に試験観測も開始し、GRBについては6天体の観測結果を 
GCN Circularsに投稿した。そのほか、研究環境整備費により
ドームのスリット部を補修した。

（2）太陽系外惑星系探索の自動化
　科学研究費補助金（基盤研究（A）、「太陽系外惑星系探索の
自動化」、代表：泉浦秀行、平成23－27年度）により188 cm
望遠鏡を改修し、望遠鏡の精度・安定性と観測の自動化率を高
め、太陽系外惑星系探索をさらに発展させる計画を開始した。

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。2011年度は 13,412名の来訪者があった。8月 27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い、798名の来所
を得た。188 cm反射望遠鏡ドーム内を会場とした観山正見国
立天文台長による特別講演会「天文学最前線」には、約150
人の聴講者が詰めかけた。また、11月5日（土）に夜間の特
別観望会を行った。合計331名の応募があり抽選で選ばれた
94名の来所があった。当日は雨天となり、ドーム内で観測所
紹介、4D2U投影、188 cm反射鏡見学を行った。7月7日（木）
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20名の参加があった。天文に関する質問が今年度は約
70件寄せられ、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4490名の来場者があった。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。また、
各教育委員会・公民館による講師派遣の要請5件に対応した。
岡山県総合教育センター主催の教員対象の研修講座に講師提
供等で協力した。
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究員6名（うち三鷹勤務5名）、研究支援員2名（三鷹勤務）、
学振研究員2名（うち三鷹勤務1名）、事務支援員6名（三鷹
勤務）、および、併任とする研究教育職員7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68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
をあわせ、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23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、宇宙誕生後7.5億年の時代にこれま
での記録を更新する最も遠方の銀河を発見した（z = 7.213）。
また、ライマンα輝線銀河の数密度が z = 6の時代に比べて大
きく減衰することから、宇宙がより中性であり、この時代に
宇宙の再電離が顕著に進行したことが分かった。
（2）銀河団の強弱重力レンズの共同解析から、ダークマター
分布を詳細に調べた。中心集中度について、CDM理論の予言
との矛盾が指摘され長らく論争が続いていたが、その予言と
整合的であることが初めてわかり、論争に決着をつけた。
（3）遠方超新星の観測からは、これまでで最も遠い Ia型超新
星を含む10個を新たに発見し、またその発生頻度の詳細な解
析から、超新星起源について新たな知見を与えた。
（4）太陽以外の恒星のまわりのリング状の残骸円盤を高解像
度で撮像し、リングの中心と恒星との2次元的な位置の違い
から、惑星の存在を示唆した。
（5）星形成領域にある若い天体の多天体分光観測を行い、6
木星質量の浮遊惑星を含む多数の超低質量星を検出し、その
恒星数に対する頻度が領域によって異なることを示した。

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（S11A期）、下半期8
月1日－1月31日（S11B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。S11A期 50
課題（90夜）｛応募総数150課題（441夜）｝、S11B期39課題
（58.5夜）｛応募総数119課題（291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。7月2日に発生した冷却液漏れにと
もなう望遠鏡及び装置不具合に対しては、観測スケジュール
の大幅な再配置を施して対応した。S11A期および S11B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、16件（S11A期9件、S11B期7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1520名に対して、海外658名、採択課題の
研究者のべ人数では国内584名に対して海外214名である。
　S11A期および S11B期の共同利用観測には、のべ277名（う
ち外国人88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。S11A期およびS11B期の共同
利用観測は、ハワイ大学時間を含めて、天候のファクタを除
いて平均91.3 ％の観測可能時間割合を達成した。装置トラブ
ルにより約1.1 ％、望遠鏡トラブルにより約7.4 ％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、S11A期およびS11B期には25夜行われた。また、
サービス観測は12.75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S11A期3夜、S11B期6夜、ケック
とはS11A期4夜、S11B期6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維持されているが、
冷却液漏れ事故の影響で、オートガイダーカメラでのシーイ
ングの測定は停止している。
　本年度は、主焦点超広視野カメラ（HSC）の受け入れ作業を
進めた。HSC用トップユニット、補正光学系、フィルター交
換機構が山頂に輸送され、それぞれの担当者による最終的な
調整が続けられている。観測所スタッフは、ドーム内クレー
ンの操作やインフラの準備などを行ってこれらの作業を補助
している。また、到着した実機を用いてトップユニット交換
装置の改修を行った。この他の新観測装置の開発のための作
業にも適宜対応した。
　上述の通り、平成23年7月2日に発生した主焦点トップユ
ニットからの冷却液漏れ事故に対応し、鏡の洗浄・機器の修
理復旧を行った。
　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・改修を
進めた。望遠鏡制御計算機MLP3とTCFRCUを更新した。山麓
施設の光学シミュレータのモータードライバのオーバーホー
ルを行った。ドームを制御するシーケンサの電源電圧変換器、
較正光源とそのための高圧電源、ドーム内の通風口を駆動す
る機構などを、老朽化により故障したため交換した。
　年度をまたいで継続している保守作業もある。高度方位軸
の流体軸受の圧力や流量の確認、カセグレン装置交換台車の
更新や保守、排熱装置の不具合への対応、トップユニット交
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換装置の不具合への対応などである。
 
5. 観測装置の運用と開発
 
　平成23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、レーザーガイド星（LGS）機能の共同
利用運用を開始した。またファイバー多天体分光器（FMOS）
もすべての機能を利用できるようになり、戦略枠プログラム
FastSoundに使用されている。Suprime-CamおよびFOCASは7
月2日に発生した冷却液漏れ事故のため故障したが、現在そ
れぞれ修理を進めており、平成24年度中には再び共同利用に
供することができる予定である。
　PIタイプ装置では、昨年度に引き続き近赤外線コロナグ
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）"が実施され、着実に成果を挙げている。
　次期共同利用装置として、主焦点超広視野カメラ（HSC）
の開発が進んでいる。主要コンポーネントはすべてハワイ観
測所に輸送された。広視野補正光学系の鏡筒は脆性材料で出
来ており、また装置は主焦点部に取り付けられるため、装置
トラブルは大きな事故につながる可能性がある。このため慎
重に作業・試験を続け、平成24年度中にファーストライトを
迎えるべく取り組んでいる。
　PI装置である可視光面分光装置（Kyoto3DII）はこれまで
カセグレン焦点で使用されてきたが、これをAO188/LGSと
組み合わせる試験が行われ、平成24年度には科学的観測が可
能となる見込みである。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、これにより系外惑星研究がより一層進むも
のと期待される。さらに、PI装置として、AO188、SCExAO
と組み合わせて高空間分解能近赤外線面分光観測を行う装置
（CHARIS）が提案され、その概念設計レビューを行った。ま
た将来の大型望遠鏡観測装置のための開発の1つとして、多
天体補償光学系の試験装置（RAVEN）をカナダの研究機関と
共同開発しており、その設計レビューを行った。
　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
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
進めており、平成23年3月には概念設計レビューを行い、次
の設計段階に入ることが承認された。

6. 計算機システム、ソフトウェア

　平成20年2月より運用を開始した第3期計算機システムに
より、平成23年度は昨年度に引き続き安定した運用を行って
いる。
　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
いるが、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年以上を経過しているため、これにかわる
新システムの開発が進められており、平成23年度より公開試
験運用を開始した。
　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、Webベースでの投稿システムの共用
を平成23年度後期プロポーザルから開始した。
　マウナケア山頂では、ファーストライトから使われてきた
統合観測制御システムにかわり、観測所によって開発された
新ソフトウェアが全面的に使用されるようになった。また、
ドームのネットワークを更新し高速大容量のデータ転送に対
応した。
　平成24年度にファーストライトを目指すHSCのデータを効
率的に処理する計算機システムの導入を平成22年度から開始
したが、平成23年度にはデータストレージを中心に増強し、
さらにプログラムのインストール及び設定を行った。
　平成25年3月に運用開始予定の次期の計算機システムの調
達に向けて概念設計を行い、導入説明書および意見招請のた
めの資料を作成した。また三鷹では、これまでプロジェクト
毎に調達されてきた計算機システムが1つの契約に統合され、
その結果すばる望遠鏡のアーカイブ三鷹システムもその一部
として調達されることとなった。このため三鷹地区における
計算機システムの全体と調和したアーカイブ三鷹システムの
設計および調達準備を行った。

7. 大学院・大学教育

　ハワイ勤務の総研大に併任する研究教育職員は7名であっ
た。平成23年度はハワイ観測所として7名の大学院生を受け
入れ、そのうち2名は総研大の院生であった。 そのうち1名
は年度末の3月に学位を取得の上、博士後期課程を修了した
（4月よりポスドクで宇宙研に異動した）。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、すばる望遠鏡などを用いた研究によって学
位を取得した大学院生 は10名あり、そのうち国立天文台光赤
外グループ所属は2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（11－12
月）」を開催し、データ解析講習などを行ったほか、全国の学
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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23年度は平成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、重力多体問題専用計算機GRAPE-6、GRAPE-7、
GRAPE-DR、小規模計算用のPCクラスタの運用を継続し、中
規模計算用PCクラスタの増強を行った。
　平成23年3月11日の東日本大震災の影響による電力不足に
対応して、地震直後はすべてのコンピュータの運用停止、二
週間後からは約50 %の縮退運用、夏期には約80 %の縮退運用
を行った。また、平成25年度より運用開始予定のスーパーコ
ンピュータの調達作業も継続中である。

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のほかに、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、名実ともに「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23年度の利用状況および申
請・採択状況は以下に示す通りである。また平成23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22年度内に出版された査読付き欧文論文の状況調査を行

部学生を対象としたすばる体験企画実習（12月）、総合研究
大学院大学のすばる観測実習（11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
心に応えて説明責任を果たす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36件（和文19
件、英文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やお知らせ73
件（和文41件、英文32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ーリング・サービスを利用した
世界的なネットワークへの配信を行っている。

　従来からのウェブページによる情報発信のほかに、ツイー
ト、フェースブックといった新しい情報発信やYouTubeを含
む動画配信の取り組みを始めた。
　取材対応や報道機関、教育機関、科学館などからの各種の
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。
　第2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
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。山頂には約1400名、山麓には約540名の熱心な訪問があっ
た。山頂施設見学については、約1ヵ月の中止期間があった。
　第3に教育・普及活動としては、地元向けの講演会、出前
授業とならび、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
元の近隣機関での講演・授業件数は70件以上、日本など島外
での出張講演は6件、遠隔講演は12件であった。
　施設の特別公開は行っていないが、地元では毎年恒例のマ
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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い、それによると査読付き欧文論文の出版数は75本であっ
た。平成23年夏には東日本大震災に起因する東京電力管区内
での節電のために各機材の縮退状態を7月から9月にかけて
実施し、利用者にとっては大変に不便な状況が続いた。が、
それにもかかわらず各機材の稼働率は下記のように非常に高
く、本プロジェクトが持つ計算機資源に対する高い需要が明
確に見て取れる。なお平成20年4月より運用開始された天文シ
ミュレーションシステム一式は平成25年3月末日にて運用停
止されるので、平成23年度は次期スーパーコンピュータシス
テムの調達作業を本格化させた。それと同時に、スーパーコ
ンピュータの周辺機材であるファイルサーバや解析サーバ・
中規模サーバなどの増強も逐次進めており、調達後の運用体
制に関する議論も進展しつつある。

□ Cray XT4 に関する統計
稼働状況
・年間運用時間　8502.6時間
・年間CORE稼働率　89.4 %
利用者数
・カテゴリA：前期14名、後期16名
・カテゴリB：前期31名、後期36名
・カテゴリC：前期13名、後期12名
・カテゴリMD：前期7名、後期11名

□ 日本電気 SX-9に関する統計
稼働状況
・年間運用時間　8567.9時間
・年間CPU稼働率　95.7 %
利用者数　
・カテゴリA：前期24名、後期25名
・カテゴリC：前期3名、後期3名
・カテゴリMD：前期4名、後期5名

□ 重力多体問題専用計算機GRAPEに関する統計
利用者数
・カテゴリA：前期2名、後期5名
・カテゴリB：前期11名、後期10名
・カテゴリC：前期6名、後期5名

□ 汎用PCシステムに関する統計
稼働状況
・年間運用時間　8457.0時間
・年間ジョブ稼働率　75.8 %
利用者総数　37名（通年の総数）

□ 中規模サーバに関する運用統計
稼働状況
・年間運用時間　6096時間
・年間ノード使用率　21.9 %

利用者総数　9名（通年の総数）
注・平成23年10月よりシステムが強化されている

（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23年9月29日　参加者2名

□ 日本電気SX-9講習会
平成23年9月27日　参加者1名

□ IDL講習会
平成23年9月30日　参加者5名

□ AVS講習会
平成23年9月28日　参加者2名

□ N体シミュレーション小寒の学校
平成24年1月11–13日　参加者13名

□ N体計算可視化の学校
平成23年12月7–9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24年1月17–18日　参加者40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23年度の主な活動は次の通りである。
・GRAPE-DR のホスト更新・本格運用

GRAPE-DRのホストコンピュータの更新を行った。また、
torqueを用いたキューによる運用を開始した。

・N体シミュレーション学校の開催
平成24年1月にN体シミュレーション小寒の学校を開催した。

（2）4D2Uプロジェクト
　4D2Uコンテンツ開発を継続して行った。シミュレーショ
ン可視化ムービー銀河衝突（II. 斜め衝突）と月探査衛星か
ぐやのデータを用いた "KAGUYA's Moon" Exploring the Lunar 
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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1つは、太陽大気中の電磁流体現象を、更に
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、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 Science Working 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。平成23年度は衛星飛翔後5年次にあたる。主に平
成22年度に各宇宙機関で行われたシニア・レビュー級の評価
委員会において、大変に良好な評価を得ることができたこと
により、今後2－3年間の衛星運用は、現在の規模を維持して
継続することが可能となっている。
　次期太陽観測衛星計画「Solar-C」の検討を継続し、計画提
案書のとりまとめを行っている。

１. 「ひので」衛星：搭載望遠鏡と科学運用

Surfaceをウェブ公開した。
　そのうち銀河衝突（II. 斜め衝突）はドーム映像として一
般に公開された。ドーム映像版 "KAGUYA's Moon" Exploring 
the Lunar Surfaceと渦巻銀河の腕の力学的進化を試作した。ボ
リュームデータ可視化ツール "Oosawa"（オオサワ）を開発し、
公開した。多体シミュレーション可視化ツール "Zindaiji"（ジ
ンダイジ）と4次元デジタル宇宙ビューワーMitaka（ミタカ）
の開発も継続して行った。

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
続施行している。このうち平成22年度中に採択されて平成23
年度中に支払いを完了したものは4件（約47万円）、平成23
年度中に採択されて平成23年度中に支払いを完了したものは

10件（約103万円）であった。
　4D2Uプロジェクトとしては天文情報センターと協力し、毎
月2日の一般公開や団体・視察向けの4D2Uコンテンツ紹介を
行った。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（立体版）。またふれあい天
文塾に三回協力し、4D2Uコンテンツの紹介を行った（平面
版）。

5. 契約職員異動等

平成23年度内に採用された契約職員は以下の通りである。
（専門研究職員）　滝脇知也、高橋博之、武田隆顕、松本洋介
（研究員）　　　　石津尚喜
（研究支援員）　　浅野栄治、押野翔一、小田寛
（事務支援員）　　川本いぶき

平成23年度内に転出した契約職員は以下の通りである。
（専門研究職員）　道越秀吾、斎藤貴之、馬場淳一、石山智明、

松本洋介
（研究員）　　　　松井秀徳
（研究支援員）　　浅野栄治
（事務支援員）　　馬場潤子
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　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
が回復され、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、遷移層からコロナに到る観測
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
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。X
帯送信機の不具合に鑑み、平成23年度もS帯によるデータ受
信で科学運用を行っている。ESA・NASAの協力を得て、S帯
受信回数の増加がはかられ、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23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
262日（このうち業務委託にるものは54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、29.4 %（対国内）、
16.9 %（対全体）である。平成19年5月27日よりスタートし
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 Operation Proposal）」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。平成24年3月までのHOP申請数は延べ210提
案にのぼり、現在も増加している。特に、各科学機器チーム
メンバーを発案者とするコアHOPは、複数回の実施により洗
練され、系統的な観測を行うことにより、太陽活動周期に敷
衍できる大きな成果を挙げつつある。

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23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23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13編であり、平成24年3
月末の時点で、延べ数として194編となる。ちなみに全査読
付論文数は542編であり、飛翔後5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
活動を行っている。ISAS/JAXA・理学委員会においてワーキ
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、昨年度まで、
以下の2案を並行して検討してきた：即ち、A案；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、B案；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案であった。
　この検討結果については、平成 23年 1月の「SOLAR-C 
Science Definition Meeting・国内会議」の議論を経て、SOLAR-C
ミッション提案中間報告書にとりまとめられている－この中
間報告書は、平成23年5月に印刷物を制作配布するとともに、
Web公開を行っている。
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　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が行われた：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
を挙げて行ったが、結論としては、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。
　また、平成21年度より、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、A案における軌道・バ
ス系に関する詳細検討を行ってきたが、この JSPEC・WGは、
平成23年4月をもって、当面の活動は収束し、今後の検討は、
将来的な小型衛星計画や、（A案を基調とする）「Solar-D」計
画に向けた議論の場に継続されていくこととした。
　この決定を受け、平成23年度、検討室ならびにワーキング
グループは、科学的なシナジーを有するNASA・ESAの太陽
ミッションやSolar-Cにおける国際協力の作業役割分担や方
向性を明確化する一方、国内においては、大型望遠鏡・衛星
システム、光学望遠鏡の焦点調整機構や焦点面観測装置の検
討・開発や、高頻度動作が可能で高信頼性の駆動機構の開発
といった活動を行ってきている。また紫外線域での高精度偏
光分光観測に向けた検討や実験も行いつつ、光子計測型X線
望遠鏡の開発検討も開始をしている。

4. その他の活動

　平成23年度はプロジェクトに所属する研究員として3名（プ
ロジェクト枠1名、学振3名：このうち学振（外国人）1名は
平成23年12月で任期満了）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23年度は10月11－15
日に米国・ボストン市において、第5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、科学観測の成果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共同研究も推進している。平成23
年度にプロジェクトに来訪した長期（1ヵ月以上）滞在者を
表に示す。

9.　RISE 月探査プロジェクト

1. 月探査機かぐや（SELENE）

（1）かぐやデータの一般公開
　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月から公開
した。平成23年度は、重力場、地形データとも、更新も行っ
ている。公開データを使った月測地データ実習を（諸田研究
員の異動先である）名古屋大学で2012年2月に行った。
　データ公開のホームページアドレスは
（日本語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/
（英語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/en

（2）かぐや重力場データの更新と月内部構造
　VLBI観測データの相関処理の結果とLunar Prospectorの低
高度軌道追跡データを、球面調和関数の150次まで展開した
最新の重力場モデルへ組み込む作業を進め、重力場モデル
SGM150jを作成して公開した。さらに、重力場解析に重みを
つけて、特定の地域の重力場の精度を上げることに成功して
いる（Goossens et al., 2011）。南極エイトケン盆地については、
重力場の値で最大10 %程度、地殻厚さで数kmとなる改訂が
できた。

　月のマグマ噴出過程や海の二分性の原因に関して、諸田、
石原研究員を中心に、玄武岩マグマの噴出により形成された
海の分布と地殻構造との相関関係の調査を行い、表裏ともに、
地殻が薄くなると海領域が増加すること、表と裏ではマグマ
が噴出できる最大地殻厚が異なることが明らかになった。

2. 将来月惑星探査計画

（1）VLBI観測による月重力高精度観測
「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の搭載機器検討を行っている。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
ルの精度向上につながった。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
に対して誤差の少ない十分な制約を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

表 1. 長期滞在者

氏名 所属（国）
Lin, Haoscheng ハワイ大（米国）
Carlsson, Mats オスロ大学（ノルウェイ）
Rempel, Matthias 高高度天文台（米国）
Berger, Thomas LMSAL（米国）
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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 NASA/GSFCの研究者の協力を得て軌道・重力場解析プロ
グラムGEODYN IIへ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。その結果、軌道傾斜角90度
で3ヵ月間の観測を行い、過去の衛星追跡データと統合すれ
ば、1 %より良い精度でk2を推定できることが示された。さ
らに平成23年度、慣性モーメントやラブ数が、コアの密度・
半径など月深部構造にどのような感度を持つかを調べた。特
に、ラブ数k2を1 %の精度で決定すれば、それは流体コア半
径の数10 kmの変化に感度を持つことが示された。一方、マ
ントル下部の部分溶融層の存在もk2の値を変えるため、コア
の情報を得るために、月震観測・電磁場観測のデータも取り
入れた統合解析について検討を始めた。
②月面温度環境下（−200 ℃～ +120 ℃）にて使用可能な電波源、ア
ンテナの検討を進めた。相対VLBI電波源については、「かぐや」
VRAD搭載機器を基に質量・消費電力の削減を検討し、月面設
置モジュール内に搭載した場合の熱的成立性の見通しを得た。月
面温度環境下にて使用可能なアンテナについて、方式、素材
等のトレードオフを実施し、アルミナ基板のパッチアンテナ
を選定した。アルミナ基板については、液体窒素を用いた熱
衝撃試験を実施し、基板のパターン強度（ダイシェア試験に
て測定）、電気特性に有意な変化がなく、単体にて月面温度
環境に耐えうることを確認した。また、アンテナの概念設計、
電気性特性解析を実施し、X帯用アンテナについて、月面温
度環境下にて要求性能を満足することを確認した。

（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。

　逆反射板について、月面環境温度下での温度変化および重
力による鏡の変形と、それによる光学性能の劣化について検
討した。BBM製作の準備として、切削方法、面を精密に測定
する方法、反射板を地球方向に指向させるためのジンバルの
検討を岩手大学、NICT等と共同で継続している。
　地上局では、月レーザ測距の実現を目標に、NICT小金井の
衛星レーザ測距（SLR）システムの改良に着手した。以下の
改良を今後2－3年程度の間に実施する。
1. 追尾系：現行追尾システムの能力の把握、ポインティング
能力の改善、精度1秒角の制御系チューニング、シーイング
モニター。
2. システム：10W級ナノ秒探知レーザの導入、1.5 m主鏡の高
反射率化、フィルター性能向上。
3. 測距制御用ソフトウェア改修。
平成23年度はシーイングモニターを製作し、試験観測を水沢
で数回行っている。
　中長期的課題として、出射光レーザの高性能化（数W級、
ピコ秒パルス）、受光望遠鏡の指向精度の改良、（出射光に対
する）アダプティブオプティクス（AO）の導入が挙げられる。
また、地上局のシーイング良好サイトへの移設もしくは新設
も検討課題である。

（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。
　平成23年度は、岩手大学と共同で、望遠鏡の駆動装置の月
面環境での正常な動作を確認するために真空試験を継続して
行い、平成22年度に不具合が生じたギア部について、真空グ
リス等に対策を講じた結果、問題点は解決した。今後は、よ
り高真空での試験と熱真空試験を行い、月面環境での正常動
作を確認する予定である。望遠鏡の光学系の開発については、
キヤノン、カピパラ光学と共同で行い、平成23年度は、温
度変化の影響を受けにくい回折レンズについて、星像中心位
置決定精度への固有の影響を調べ、問題ないことを確認した。
また、考えられるその他の影響、ゴースト、焦点ずれ、迷光
の影響についても調べ、光線追跡報によるシミュレーション
は完了し、星像中心位置決定精度の評価を継続している。以
上の検討の結果、回折レンズの使用の見通しを得た。
　擬似星像を動かし、星像を視野のさまざまな場所で星像を
撮像したデータから系統誤差を取り除きどこまでの精度が得
られるかを見積もることを目標に新たなセントロイド実験を
開始した。これまでよりも100倍以上の画像を連続取得する
ため、① CCDカメラ更新、② インチワームモータ取り付け
位置をCCD側から擬似光源に移動、③ 撮像とインチワーム
の同期ソフトの構築の作業を行い終了した。連続画像取得に
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一部不具合があり、原因究明と対策を検討中である。
　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）はやぶさ2ライダー
　2014年打上げ予定の小惑星探査機はやぶさ2に、「かぐや」
での経験を基に、レーザ測距により小惑星の形状と重力場を
推定するための装置LIDARの開発に、千葉工業大学、会津
大学とともに参画している。サイエンスの推進、サイエンス
を達成するためのハードウェア試験計画の検討を進めている。
重力（天体質量）決定、測光のサイエンスへの貢献を行う予
定である。

（5）火星探査における内部構造研究
　火星総合探査のワーキンググループでは、着陸機の検討を
行っている。RISEグループでは、複数着陸船に電波源を搭
載して、4-wayドップラ、逆VLBIなどの手法により、火星の
回転変動を正確に測定することを目指している。これにより、
火星の流体核の存否や、極冠の消長、大気運動の年変動など
を議論できる。

（6）その他の探査計画
　2015年に打ち上げられる日欧水星探査計画BepiColomboの
Co-Iとして活動している。ESA（ヨーロッパ宇宙機構）の、木
星系探査ミッション JUICEへの参加を検討中である。

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。ホームペー
ジの構成を更新して新規情報が定期的に掲載されるようにし
た。アドレスはhttp://www.miz.nao.ac.jp/rise/である。

4. 共同研究、国際協力

　岩手大学工学部とは、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。この協力は、
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」に
基づいて行っており、今後も5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、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、水沢に滞在した。2012年
度は、学術振興会の日中二国間セミナーが認められ、6月に
天文台三鷹でRISE研究会を兼ねたワークショップを開催す
る予定である。
　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。2011年度は、Gusev氏が水沢
に滞在して共同研究を行った。2012年度は、モスクワ州立大
学のY. Barkin氏が客員教授として水沢に半年間滞在して、研
究を行う予定である。
　このほか、アメリカ・ブラウン大学の廣井氏、東北大学の
中村氏との共同研究を行っており、廣井氏は2011年度に3回、
中村氏は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。東北大学学生の三須、中藤が、数回水沢に滞在
して、主に炭素質隕石反射率の測定を行っている。

5. プロジェクトの変更

　これまでＣプロジェクト「RISE月探査プロジェクト」（当
初は水沢観測所のサブプロジェクト「RISE推進室」、その後、
Bプロジェクト「RISE推進室」）として、月探査機「かぐや」
搭載機器の開発、運用、データ解析を中心に活動してきた。将
来機器開発は、3年前に認められたサブプロジェクト月惑星
探査検討室（花田英夫室長）として行ってきた。
　現状、将来開発が主体になっていることから、平成23年度
末に、Aプロジェクトとして再出発をする申請を行い、認め
られた。平成24年度からは、Aプロジェクト「RISE月惑星探
査検討室」（佐々木晶室長）として活動することになった。目
的としては、「次期月着陸探査（SELENE-2）、小惑星探査（は
やぶさ2）、火星探査（MELOS）などにおいて、天体内部構造
の解明を目指した測地・重力・回転運動計測などの、検討・
機器開発を行う。月・火星の進化にとって重要な制約になる、
深部の状態（溶融・固化）は、回転運動計測や高精度低次重
力計測により求めることができる。観測提案について実現性
を示すことにより正式な搭載を目指し、決定後は実現に向け
て詳細設計、PM、FMの開発、データ解析のソフトウエアの
開発を進める。」。

6. 構成メンバーの異動

田澤誠一　　ハワイ観測所に出向（2011年6月より）
Goossens, Sander　研究支援員からNASA、Goddard研究所へ

異動（2011年8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）
諸田智克　　研究員に採用（2011年4月）、名古屋大学助教に

転出（9月）
山田竜平　　研究員に採用（2011年10月）
石原吉明　　研究員から産業技術総合研究所へ（2012年4月）
押上祥子　　研究員に採用（2012年4月）
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10.　ALMA 推進室

　ALMA望遠鏡計画は、南米チリ北部・標高5000 mのアタ
カマ高地に高精度パラボラアンテナ66台を展開し、ミリ波・
サブミリ波を受信する巨大な電波望遠鏡を建設する計画であ
る。日本を中心とした東アジア、欧州、米国を中心とした北
米の国際協力プロジェクトであり、すばる望遠鏡やハッブル
宇宙望遠鏡と比較してアルマ望遠鏡の観測分解能は約10倍
の向上が見込まれている。ALMAは2012年度中の完成を目
指して建設が進められているが、2011年度から完成した一
部の望遠鏡を使った科学観測が開始された。今回の報告では、
日本および全体の建設プロジェクトの進捗、科学観測の概要、
その他広報活動などについて述べる。

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
　2011年度は、日本のALMA建設計画の8年目にあたる。ア
タカマコンパクトアレイ（ACA、いざよい）は、直径12 m
アンテナ4台と直径7 mアンテナ12台で構成された高精度ア
ンテナ群である。すでに12 mアンテナの製造は完了し、山
頂施設にて運用が行われている。2011年5月には日本が製造
する7 mアンテナ1号機が合同アルマ観測所に引き渡され、8
月には標高5000 mの山頂施設に設置された。その後のアン
テナ製造と評価も順調に進み、2011 年度末に日本が製造す
べき16台のアンテナはすべてチリで組みあげることに成功
した。
　2011年 5月には、日本の 7 mアンテナと 12 mアンテナを
使った干渉計試験に成功した。また2011年10月には、山頂
施設に設置された3台の7 mアンテナとACA相関器を用いて
クェーサー 3C454.3を観測し、干渉計として動作することが
確認された。
　2012年3月には、アルマ望遠鏡における高精度ACAアン
テナ群「いざよい」開発チームが日本機械学会宇宙工学部門
賞 一般表彰 スペースフロンティアを受賞した。

（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。2011年6月にはバンド8カートリッジの量産
審査会が行われ、その量産体制が高い評価を受けた。2012 
年3月には、ALMA山頂施設に設置されている2台の7 mア
ンテナに搭載されたバンド8受信機を用いた干渉計試験に成
功した。
　ALMA最高観測周波数であるバンド10カートリッジにつ
いても、開発を推進している。2011年9月には最終設計審査
会が行われ、初期量産に入った。2011 年春にはバンド10受
信機の開発に携わる国立天文台と情報通信研究機構の研究者
に対して、平成23年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科

学技術賞（研究部門）が授与された。対象となった業績は『窒
化ニオブ系超伝導体によるテラヘルツ検出技術の先駆的研
究』である。また国立天文台バンド10カートリッジ開発チー
ムに対しては、平成23年度国立天文台長賞が授与された。

（3）ALMA計画全体の進捗
　　2011年7月には初期科学運用に必要な16台の12 mアン
テナが山頂施設に揃い、8月にはその16台を使った干渉計試
験に成功した。2011年度末現在、23台の12 mアンテナ、7台
の7 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。2011年7月と2012年1月には、科学評価観測で得ら
れたTW Hyaの原始惑星系円盤、赤外線銀河NGC 3256、衝
突銀河NGC 3048/3049（触角銀河）、渦巻銀河M100、銀河系
中心のいて座A*のデータが公開された。科学評価観測の目
的は、過去の電波干渉計で取得されているデータとALMA
で得られたデータを比較することであるが、ALMAの圧倒
的な感度のおかげで論文になるような成果も出始めている。
　2012年1月には、台湾に設置されたアルマ望遠鏡・東アジ
ア受信機統合センターがすべてのACAアンテナ用受信機シ
ステムの製造と性能試験を完了し、これらをアルマ観測所に
引き渡した。
　2011年9月30日には、予定通り、最初の科学観測である
初期科学運用（Cycle 0）を開始することに成功した。この
ニュースは世界中で少なくとも70件のニュース記事となり、
英国BBCや米国ワシントンポスト紙などでも大々的に取り
上げられた。日本国内でのメディア掲載については、4.1で
述べる。Cycle 0の運用に関しては、次項にて詳しく述べる。

2. 共同利用

　アルマ望遠鏡の最初の共同利用観測が、「初期科学運用
Cycle 0」として開始された。アルマ望遠鏡は、完成時には
パラボラアンテナ66台で構成されるが、その完成に先駆け、
一部のアンテナを用いて行う共同利用が「初期科学運用」で
ある。Cycle 0では16台のパラボラアンテナが共同利用に供
された。
　Cycle 0は、以下の装置スペックで公募された。12 mパラ
ボラアンテナを16台用いた干渉計観測が可能である。ベー
スライン長は最大125 mまたは400 mである。使用できる受
信機周波数バンドは3、6、7、9の4種類である。50視野ま
でのモザイク観測が可能である。
　観測提案は4つの科学分野、すなわち、宇宙論と高赤方偏
移天体、系外銀河と活動銀河中心核、星間物質と星形成と原
始惑星系円盤とそれらの星間化学ならびに系外惑星、恒星進
化と太陽と太陽系、のいずれかに分類され、審査されること
になった。
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　観測プロポーザルは、日本時間2011年6月30日24:00に締
め切られ、合計919件のプロポーザルが提出された。このう
ち東アジアからのものは182件であった。観測プロポーザル
の科学審査は、2011年8月15－17日にチリ共和国サンティ
アゴ市の国際アルマ観測所で行われた。49名のパネルメン
バーによって審査され、うち東アジアからのパネルメンバー
は10名であった。919件の観測プロポーザルのうち、112件
が採択プログラム（Highest Priority）と認定された。112件の
うち東アジア分は27件であり全体の24%、予定観測時間の
合計に占める東アジアの割合は22%であった。
「初期科学運用Cycle 0」の観測は、2011年9月30日より開始
され、2011年度末においても継続されて実行中である。当
初、2012年6月に完了の予定であったが、2011年2－3月の
期間10年ぶりの悪天候に見舞われ、道の流失を含む被害が
出たことにより、観測が不可能であったこと、などを考慮し、
2011年12月まで継続されることとなった。
　あわせて、共同利用観測が確実に行えるかどうかを事前に
評価するために行われた「科学評価観測」の観測データが公
開された。これらのデータは共同利用に関心にあるユーザー
が実際にアルマのデータにふれる機会を与え、また、研究
のために自由に利用することが可能である。2011年度中に、
このデータを使って2論文が出版され、1論文が印刷予定と
なった。

3. 教育活動・インターンシップ受け入れ

　2011年5月14日に、ALMA推進室として大学院進学ガイ
ダンスを開催した。7名の大学生が参加し、教員による講演
の聴講、現役大学院生との懇談を行った。

4. 広報普及

　2011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2011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にもALMA
ブースを出展した。また2011年12月の大学共同利用機関構
シンポジウム、2012年3月の自然科学研究機構シンポジウム、
2012年1月から3月に開催された『科学を支える日本の技術
展』において、国立天文台ブースにALMAを紹介するポス
ター展示を掲示した。2011年度には27件の一般向け講演お
よびサイエンスカフェを行い、数多くの来場者と対話により
ALMAの現状を周知し、ALMAとその成果に対する興味喚
起を図った。
　ウェブサイトには76件のニュース記事、2件のプレスリリー
スを掲載した。以前より発行してきたメールマガジン（購読
者数約2400名）については2011年7月より月刊化した。ま
たTwitterの利用（アカウント @ALMA_Japan）を2011年4月
に開始し、タイムリーかつきめ細かな情報発信を図っている。
2011年度末現在での購読者（フォロワー）は約4300名である。

2011年9月末の初期科学運用の開始にあたっては、日本国内
ではNHKニュース7、ニュースウォッチ9（10月3日放送）、
クローズアップ現代（10月19日放送）、および新聞約40紙
で取り上げられた。また2011年10月にはNHK BSプレミア
ムでアルマ望遠鏡をテーマにした1時間のドキュメンタリー
番組が2本放映され、大きな反響があった。2011年度には、
上記も含め19のテレビ番組でALMAが紹介された。また科
学誌Newtonのほか、全日空英語機内誌Wingspan、日経ビジ
ネス、COMMERCIAL PHOTOなどでもALMAが取り上げら
れ、科学誌にとどまらない関心の広がりを見せた。またNew 
York TimesのウェブサイトではALMAの写真特集が組まれ、
国立天文台のACA相関器チームも取り上げられた。
　2003年度より続けている建設記録映像の作成の一環とし
て、2011年度にはアンテナ製造工場での作業過程や作業者
のインタビューを紹介する映像を作成した。
　国立天文台ニュースでは、昨年度に引き続きALMAの
スタッフが各自の仕事内容を紹介する連載『Bienvenido a 
ALMA』を掲載している。また2012年3月号では、現地の写
真や合同ALMA観測所スタッフを対象としたインタビュー
記事からなるALMA特集を企画した。

5. 国際協力（委員会等）

　ALMAは国際プロジェクトであるため、様々な委員会が
頻繁に開催されている。2011年度中にALMA評議会は2回、
ALMA科学諮問委員会は3回の会合を行い、さらに毎月電話
会議を行った。ALMA外部評価委員会は2011年10月に1週
間もかけ会合を行った。またALMA東アジア科学諮問委員
会は毎月電話会議を行った。個別の担当ごとにさらに高い頻
度で会合や電話会議を開催し、緊密な連携のもとで国際プロ
ジェクトの推進にあたっている。
　また、2012年3月には、韓国天文宇宙科学研究所と国立天
文台の間でアルマ望遠鏡に関する協力覚書に調印した。この
覚書は韓国のALMAプロジェクトへの将来的な参加に向け
た第一歩であり、研究者間でこれまで行われていた共同研究
をさらに強化させるものである。

6. 広報普及

・2011/05/06、05/30、06/17　国立天文台・三鷹
ALMA Cycle 0 OT Tutorial

・2011/06/06　東北大学
ALMA Cycle 0 capability講演会、OT Tutorial

・2011/06/09　名古屋大学
ALMA Cycle 0 capability講演会、OT Tutorial

・2011/09/08　国立天文台・三鷹
ALMA EA Development Workshop 2011

・2011/12/26－28　国立天文台・三鷹
ALMAユーザーズミーティング2011
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7. 科研費以外の外部資金獲得（産学連携経費等）

なし

8. 研究員の異動等

（1）採用
河村晶子　　研究員
永井　洋　　研究員

（2）退職・異動
樋口あや　　研究員　専門研究職員として採用

9. 主な訪問者

2012年3月6日　山根一眞 氏（ノンフィクション作家）
2012年3月9日　Thierry Montmerle 氏（IAU Assistant General 

Secretary）
2012年3月26日　平野博文 氏（文部科学大臣）

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。2011年
度の最重要課題は、基線長3 kmの大型レーザー干渉計「かぐ
ら」（KAGRA）を岐阜県・神岡の地下に建設する計画を推進
することであった。この計画は東京大学宇宙線研究所、高エ
ネルギー加速器研究機構、国立天文台を中心として、国内外
の多くの研究機関と共同で推進している。KAGRAは、三鷹
キャンパスにある基線長300 mのレーザー干渉計TAMA300で
得られた経験や成果などを元に設計されており、2011年度は
TAMA300を用いた防振系・光学系の開発と評価を進めてい
る。さらにKAGRAを高感度化するための様々な先端的な技
術開発も行われた。
　また長期的視点で重力波天文学の発展を目指して、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を、京都大学、JAXA、法
政大学などとともに行っている。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）KAGRA計画の推進
a) KAGRA 詳細仕様決定と試作機・実機の性能評価
　KAGRAの建設において計画推進の核となるいくつものサ
ブグループにリーダーや主要メンバーとして参加し、主要部
分の設計や物品発注に向けての詳細仕様の検討・確定、試作
機等の性能評価などで主要な役割を果たした。
・真空装置の設計と製造　KAGRAの真空系は日本最大の超
高真空系である。必要とされる圧力は2 × 10−7 Paであり、こ
れを実現するには適切なパイプ内面処理と加熱脱ガス処理が
必要である。2011年度は500本のユニットダクトのうち370本
の製造を完了した。
・防振装置の設計と試作機の製造　防振装置全般の設計・試
作・製造を担当。2011年度はプレ・アイソレーターの試作機を
製造し、その特性の測定や制御の試験を開始した。またGAS

フィルターと呼ぶ垂直防振装置の実機19台の製造を完了した。
・補助光学系の設計開発　補助光学系と総称される様々な光
学システムの設計・製造を担当。2011年度の主な活動は以下
の通り
・補助光学系として必要なコンポーネントをリストアップ。
・主干渉計光軸や防振系支持脚など他のコンポーネントと
共存できるような補助光学系用の光軸の取り回しについ
て戦略を策定し、その最終的なレイアウト検討。
・信号取得用pick off telescope設置について戦略を策定し、
その設計検討。
・散乱光対策の戦略を策定し、その設計検討。
・KAGRA防振系のローカルセンサの1つである光テコにつ
いて設計検討。
・真空槽光学窓について戦略を策定し、具体的な仕様検討。
・大口径ビームのプロファイラについて設計検討。
・散乱光対策について米国LIGOでも必須の部品について
共同開発計画を立ち上げ中。

・高反射・低損失ミラーの開発　以下のような世界最高性能
の光学ミラー開発を目指す。高反射率（> 99.999 %）で光学損
失が1 ppm以下の波長1064 nm向け誘電体多層膜ミラーの製造
が目標。電気通信大学ならびに東大・工学部と共同で開発を
行っている。2011年度は全散乱損失計測装置を立ち上げ、散
乱損失を1.5 ppmまで計測可能なことを示した。現在、国内
数社の光学メーカーと共同で数ppm 以下の損失をもつコー
ティングの成膜条件を探っている。
・Folding Cavityの光学設計　限られた神岡鉱山内の実験室
スペースで安定な共振器を構成する1つの手段としてFolding 
cavityを提案し、下記の検討を行った結果、KAGRA干渉計の
設計変更が認められた。
・折り返し反射による非点収差の影響
・熱レンズ効果の影響
・レーザー光に含まれる高次空間モードの縮退
・複数のミラー・アライメント信号が分離して取得できる
ことの確認
・ミラー曲率半径およびミラーの設置精度の検討
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b) 重力波探査に向けたマルチメッセンジャー解析
　KAGRA完成後の国際重力波観測網による重力波天文学展
開を見越して、神岡で既に稼働している CLIO 検出器を用い
て観測のためのソフトウェアの整備を行うとともに国際観測
網への参加に向けた実施計画（データ・グリッドセンター構
築）を検討した。また、下記のマルチメッセンジャー解析を
進行中または提案中である。

［解析システム稼働中］
・X線衛星RXTE / Sco X-1 crust breaking event
・那須電波パルサー観測所 / 電波トランジェント事象探査
・GRB 観測 / スカラーテンソル重力理論への制限
［観測or 解析提案中］
・Super Kamiokande (ニュートリノ ) / 超新星爆発探査
・GRB、電波トランジェント– TAMA／中性子連星合体事象
探査
・トランジェント天体データベースの構築

（2）次世代検出器用の先端技術開発
c) 新方式の雑音低減化手法の開発（変位雑音フリー干渉計）
　変位雑音キャンセル法の実験では、真空環境下での雑音低
減実験を進めるとともに、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た。前年度の干渉
計真空化に引き続き、今年度は干渉計部の固定化したモノリ
シック光学系を採用することで大幅な雑音の低減、感度向上
を実現した。DFI機構による変位雑音の相殺、および干渉計
部の真空化などによる対処では改善しなかった主に1 kHz以
下の低周波領域での余剰雑音が一挙に低減した。これは一義
的には変位雑音自身が抑圧された効果が顕著に見えているこ
とに相当する。一方で、それ以外にも干渉計のある種の非対
称性が抑えられる効果があり、これによって双方向の干渉計
に関する感度の差が大幅に小さくなっている。これによって
潜在的には変位雑音キャンセル機構の効率改善が期待される。

d) 量子光学技術の応用による高感度化手法の開発（量子非破
壊計測）
　次世代重力波検出器は輻射圧雑音で感度が制限される。そ
のために輻射雑音を低減する技術は将来重要となる。我々
は、量子非破壊計測と呼ばれる手段を確立するためのテーブ
ルトップ実験に取り組んでおり、「輻射圧雑音の直接測定と低
減」を目指している。輻射圧とは、ハイパワーのレーザーに
より共振器を構成するミラーが受ける圧力を指す。（量子力学
的な）レーザーパワーの揺らぎを介して、輻射圧の揺らぎが
生じ、結果として重力波測定の邪魔となる。
　2011年度は、このような非常に大きな輻射圧が生じる共
振器の姿勢制御に成功した。この制御には、通常のミラー制
御と異なる輻射圧を逆手に取ったユニークな手法を開発した。
この手法に関して、第9回アマルディ国際会議においてポス
ター発表を行い、Amaldi conference best student poster awardを
受賞した。

　それと並行して、輻射圧雑音の低減時に必要とされる光検
出器の量子効率の精密測定に関して、新たな手法を検証し、誤
差1 %以下の精密測定を実験で実証した。これは世界最高精
度のパワーメーターを開発したことも意味する。

e) スペース重力波望遠鏡DECIGOにむけた技術実証
　スペース重力波アンテナDECIGOは0.1 Hzから10 Hzの周波
数帯を中心に重力波検出を狙う将来計画である。この周波数
帯の重力波の観測することで、インフレーション理論の検証
や、ダークエネルギーの探査、重力理論の検証などの成果が
期待されている。現在は、DECIGOの前哨衛星として、その
技術実証を目的とした小型科学衛星DECIGO Pathfinder（DPF）
計画を推進している。なお、DPFにおいては、宇宙における
重力波検出技術の技術実証のみにとどまらず、地球重力場の
精密な測定が行えるため、その結果についての国際的な他機
関とのコラボレーションも目指している。DPFの開発に関し
ては、前年度に引き続いて必要な様々な要素技術の開発およ
び試験を行った。
　重力波検出器に必要な試験質量の保持系（試験質量モ
ジュール）の開発については、地上にて試験質量の防振系を
開発し、複数の自由度が外乱から隔絶するような、自由落下
模擬装置を開発した。また、この模擬装置を用いて、実際に
DPFに使用されるものに近い形状の試験質量モジュールにつ
いて、実際に試験質量の位置および姿勢を同時に制御できる
ことを確認した。
　また、重力波検出器であるレーザー干渉計部の開発につい
ては、これまでに行ってきた要素技術を総合する形でブレッ
ドボードモデルの設計、試作までを行った。

2. 教育活動・インターンシップ受入

藤本眞克
・2011年4月－7月（夏学期）　東大院・理系　「天文学特別講
義 I」
・2011/07/08　東大・工学部4年生と大学院生向講義「量子論・
生命論」の1コマ
・2012/01/19　ふれあい天文学の授業　練馬区立谷原小　小
学5年生向
・2012/03/06　ふれあい天文学の授業　新宿区立牛込一中　
中学3年生向

我妻一博
・2012/03/19  JSPS主催サイエンスダイアログ @ 東京都立科学
技術高校（参照http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/index.html）

3. 広報普及

藤本眞克
・2011/04/21　講演　ニュートレンド研究会＠日本コン
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ピュータ・ダイナミックス㈱
・2011/06/03　講演　人財三田会例会
・2011/07/05　講演　ぐんま天文台
・2011/10/27　講演　ゆらぎワークショップ＠明治大学
・2011/11/18　講演　肴会＠交流サロンSHU

   阿久津智忠
・2012/2/28　まるのうち宇宙塾
　　　　　　（参照http://www.tenpla.net/maru/）

4. 国際協力（委員会等）

川村静児   The Gravitational Wave International Committee

5. 研究会主催

中村康二
・2011/12/23－25　第13回特異点研究会「特異点と時空、お
よびその周辺の物理」
参加者41名　講演数22件（招待講演1件）、TAMA 300の見学
実施

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や経験の蓄積のため
に2つの計画（超小型、小型）を先行的に進めている。まず、
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、年周視差の精度向上が期待されている。2013年度（11月
以降）に打ち上げられる予定である。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23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がオペレートするブラジル
の発射上から打ち上げられる予定である。当初は23年度中の
打ち上げ予定であったが、ブラジルの射場であるアルカンタ
ラスペースセンターの建設の遅れから延期されることとなっ
た（打ち上げ日程は、25年度（11月以降））。ただ、打ち上げロ
ケットはすでに準備されており、ロケット側と衛星側とのイ
ンターフェース調整は順調に進んでいる。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）の組み立ては完成している。打ち上げ延期によ
る時間的余裕を活用してFMの追加試験を行い、より万全を

12.　JASMINE 検討室
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期した。また、衛星運用のための地上通信局の準備も進めた。
　観測の生データから位置天文情報を必要な精度でもとめ
るために必要なアルゴリズム、ソフトの開発を進めた。従来
通り、Nano-JASMINEとの観測手法や解析方法が同等なGaia
のデータ解析チームとの国際協力を順調に進めつつ、さら
に、国内でのデータ解析チームの体制を強化し（他機関ス
タッフや院生も新たに参加）、日本側が独自に行う必要があ
るソフト開発を中心として準備を早急に進めた。打ち上げは
延期されたが、Gaiaのデータ解析チームからは、遅れても
Nano-JASMINEの打ち上げ意義、科学的意義（Gaiaが観測で
きない明るい星を観測で出来る等）は非常に高く、引き続き
協力を続ける、とのGaiaデータ解析コンソーシアム等からの
正式なサポートレターをいただいた。また、Nano-JASMINEに
よる科学的成果を検討する国内ワーキンググループ（代表：
西 亮一（新潟大））の活動が引き続き行われた。さらに、ヒッ
パルコス衛星のリーダであり、Gaiaも途中までリーダを務め
たM. Perryman氏も科学的成果の検討に参加してもらうこと
となった。そのため、Perryman氏を招聘し、Nano-JASMINE
で期待できる科学的成果の講義と議論を行った。

3）小型 JASMINE計画の検討・開発全般
　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 ~ 70 μ秒角、固有運動（天球上を横切る角
速度）を10 ~ 70 μ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、
銀河系バルジの構造・形成史をはじめとし、銀河中心の巨大
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
あわせることで、より意義のあるカタログとすることが可能
である。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の方達（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

名程度にもご協力して頂き、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、24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、多岐分野に渡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23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、ワークショップも開催し、小型
JASMINEで期待されるサイエンスの検討を行った。
　衛星全体として目標の位置天文測定精度を達成できるか
どうかの衛星システム設計検討を21年度以降インハウス検
討およびメーカー委託により行っているが、23年度では、特
に重点的に検討すべき課題として、望遠鏡熱環境を最適化す
る軌道・姿勢の検討、および迷光防止機能についての検討を
行い、そのもとで通信、電力、質量、コスト等を含め全体成立
性の検討を行った。また、望遠鏡部の熱安定性、指向安定性、
高精度星像中心決定といった3つの重要課題の技術実証に対
しては、検討と実証実験を重点的に行った。その結果、軌道・
姿勢、電力、質量・重心、通信、ミッション部のコスト見積
もりにおいて大きな問題がないことを確認した。また、観測
装置の冷却機構、迷光対策に関しても見込みが立てられた。3
つの重要課題についても技術実証実験が進められ、ある程度
までの見込みが立ってきた。
　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
連携をとっている。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-S計画を共同でプロ
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、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の
申し出もあり、さらに米国海軍天文台（USNO）の位置天文
観測衛星計画である JMAPSの研究者チームと観測手法、デー
タ解析や衛星システム開発に関して密な協力体制を組むこ
ととなった。このように、小型 JASMINEは国際的なサポート、
具体的な協力を得ると共に、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。7年目にあたる平成23年度は、専
任の教授2名、准教授1名、助教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3名の11名体
制で活動した。

1. TMT計画を巡る国内外状況の進展
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　平成23年10月には、カリフォルニア工科大学とカリフォル
ニア大学、カナダ天文学大学連合、国立天文台、中国国家天
文台の五者の代表が、TMT計画推進に向けた意向表明書に署
名し、TMT協力評議会が発足した。米議会からの要請を受け
て、全米科学財団NSFが12月末に公表した、次世代超大型望
遠鏡計画支援先の選定過程に関する手続きに則り、TMT計画
書を平成24年4月に提出するべく準備を進めた。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、外部評価委員会に延べ30
人回が出張参加した。またパサデナ側からの各種打合せ来訪
も22人回に及び、さらに適宜TV会議や電話会議を開催して、
全体計画の検討や日本のビジネスプランの具体化の検討を進
めた。
　平成23年10月には科学技術・学術審議会「学術研究の大
型プロジェクト推進に関する作業部会」でTMT計画が審議さ
れ、同11月には計画推進を勧告する報告書がとりまとめられ
た。これを受け、平成24年度の国立天文台予算の中に、「超
大型望遠鏡建設の核心技術の実証」2億円が措置された。実
質的には「大型光学赤外線望遠鏡「すばる」共同利用研究予
算の中での措置という形ではあったが、超大型望遠鏡建設に
向けた大きな前進となった。

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 26号か
ら31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。
　平成24年3月の日本天文学会春季年会ではTMT特別セッ
ションを開催し、約350名の参加者を得てTMT計画の概要と
科学目的の講演を行った。また、会場に日本で試作した1.44 m
のTMT主鏡セグメントの実物展示を行った。
　7月にはNHK教育TVサイエンスゼロにてTMTの特別番組、
8月にはNHKラジオ深夜便でのTMT計画紹介、また各種公開
講演会でのTMT講演に加えて、科学雑誌での計画紹介を行っ
た。
　11月からウェブ受付開始したTMT応援メッセージは87件、

また一昨年度より開始したTMT募金は51件、242万8500円の
募金を頂いた。

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、望遠鏡本体、主鏡セ
グメント鏡材、主鏡研磨、観測装置を軸に検討を進めた。
　望遠鏡本体構造については、前年度まではカナダの分担が
想定されてきたが、諸般の状況からTMTプロジェクトとし
て日本の分担とする大きな方針変更をした。これにともない、
すばる望遠鏡での設計・製作・据付の実績をもとに望遠鏡の
概念設計の見直しを行い、より確実な性能を達成する方向で
の検討を進めた。ドーム、地盤、副鏡、第三鏡等、他国の分
担となる部分との境界条件の明確化を進めると同時に、望遠
鏡建設の鍵となる要素技術の開発 /実証プランの検討などを
行った。
　TMT主鏡鏡材については試作材の光学特性の検証を日米
共同研究として行った。
　TMTセグメント鏡の製作では、国内既存設備の有効利用に
より、さしわたし1.44 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
工を完了した。量産のためには工程の改良が必要であり、そ
のための要素技術の検討と開発を進めた。
　TMT第一期観測装置のうち、IRIS撮像系を国立天文台で製
作するプランの検討を進めている。これに加えて第二期観測
装置の提案に向けた検討が複数のチームで進められた。

図 1. 試作完了したフルサイズ TMTセグメント主鏡。

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5つを中心に研究・開発を

進めている。
（1）系外惑星直接観測のためのすばる望遠鏡用高コントラス

ト観測装置HiCIAOの開発・保守・運用とそれによる戦
略的観測SEEDSの推進。

（2）地球型系外惑星検出のためのすばる望遠鏡用次期観測装
置（赤外ドップラー装置 IRD）の新規開発。

（3）地球型惑星直接観測のための観測装置TMT/SEITおよび
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ミッション JTPFの技術検討とこれに関する国際協力の
推進。

（4）次期赤外線天文衛星SPICAの推進とそれによる系外惑星
科学の検討。

（5）南アフリカに設置された IRSF望遠鏡による広視野撮像偏
光観測による星惑星形成・星間物質の研究。

　平成23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6名、学振特別研究員1名（年度途中まで）で
あった。欧文論文（査読あり）は29編、国立天文台欧文報告
1編、欧文論文（査読なし）10編、欧文報告（国際会議講演
等）19回、査読和文論文1編、和文論文（査読なし）4編、和
文報告（著書・出版）4編、和文報告（学会発表等）は63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 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望遠鏡を用いて「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、現在、順調に観測を進めている。

（2）IRD（Infrared Doppler Instrument）
　M型星などの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1m/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
器の開発を推進している。予算は平成22－26年度科研費特別
推進研究（代表：田村元秀）に基づく。光学系詳細設計、高
分散光学素子の開発、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、天体光・コム光導入の
ためのファイバー選択実験、光周波数コム発生実験を進めた。
さらに、サイエンスワーキンググループによるM型星のまわ
りの惑星についての検討をまとめた。

2. 地球型惑星直接観測のためのスペースミッション
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。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
研究者と共に 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査読誌に出版され、国際研
究会での発表を活発に行った。国際協力の一環としてNASA/
Explorer mission提案に参加した。

（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の検討を技術面
と科学面の両方で継続して進めた。SEITの観測方式の実証光
学系を構築し、実証実験に成功した。また共同研究者と共に
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

　JAXAが主導する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。今年度
は装置検討・レビュー等に参加し、共同研究者と共に装置と
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

図2. 恒星 HR 4796 A のまわりのリング状残骸円盤の近赤外線画像 
（波長 1.6 マイクロメートル）。リングの内側の端がこれまでになく
明瞭に撮影され、リングの中心と中心星の位置がずれている。さらに、
塵がリングから外側に噴き出している様子がとらえられている。
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る浮遊惑星、褐色矮星、星惑星形成・恒星の研究を推進し、
合計27編の科学的査読論文を出版した。すばる望遠鏡による
太陽系外惑星および円盤探査プロジェクトSEEDSの一環と
してHiCIAOによるHR 4796 Aの残骸リングの詳細撮像を行
い、リング中心と主星との初の2次元的位置ズレの発見に基
づき、惑星の存在を示唆した（図2）。そのほか、直接撮像に
よる主星から最も離れた系外惑星SR12Cの発見、ロシター効
果を示す惑星観測の推進、SONYCプロジェクトによる孤立惑
星質量天体の統計（NGC1333領域、Rho Oph領域）、SIRPOL

赤外偏光器による星団形成領域の星周構造と磁場構造の解明
（NGC2264領域）、UKIDSS/VVVプロジェクトによる褐色矮
星・星形成研究、銀河中心におけるケファイド変光星の発見
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。
　系外惑星研究や関連する研究・開発を進める院生12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4件行った。

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/）はその中核である。2011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。その成果として2011年6
月に木曽観測所1k-CCDデータの位置較正の結果を公開し、8
月にはすばる望遠鏡のHiCIAO、FMOSのデータの公開を開始
した。また、2011年11月に移動天体（小惑星、彗星）検索機
能の本公開を開始した。さらに、2013年3月に予定されてい
る計算機システムの更新（リプレース）に備え、システムの
整理などの移行作業の準備を始めている。
　SMOKAで公開している観測データ（環境データ、気象
データなどを除く）は2012年5月の時点で、約520万フレー

ム、31 TB強である。SMOKAのデータを用いて生み出された
主要査読論文誌掲載論文は、2011年度は24篇出版され、2012
年5月現在で総計101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23年度の運用ハイライトは以下の通りである。
1）次期情報ネットワークシステムの調達．次期システム（平
成25年3月運用開始）では、三鷹、水沢、野辺山、岡山に
対して、情報ネットワーク、テレフォニーサービスの提供
を行う予定である。特に、三鷹、水沢においては、他新シ
ステムから生じるトラフィックへ対応するため、10ギガ
ビットイーサネットに加えて、40ギガビットイーサネッ
トへの対応と、それに耐えうるバックボーンネットワーク
の構築を予定している。

2）分散型スーパーコンピュータシステム向けシステムの研
究開発。次期スーパーコンピュータシステムは、水沢・三
鷹に分散構成される予定となっており、分散するシステム
間を高効率に伝送するコスト対効果の高い40ギガビット
級の高速ルータおよびストレージキャッシュ（アクセラ
レータ）開発を行っている。

3）震災被災地における情報通信支援活動を行った。本セン
タでは、東日本大震災発災直後から、岩手・宮城の沿岸地
域を中心に50箇所以上の避難所・学校・病院にインター
ネット接続環境の提供を行い、次の震災に備えて必要な情
報通信技術についての検証を行った。これは、国内外の支
援企業（シスコシステムズ、日立ハイテクノロジーズ、ス
カパー JSAT社、IPSTAR社、兼松コミュニケーションズ社
等）と共同で実施した。

（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

15.　天文データセンター
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ルサイトである Japanese Virtual Observatory（JVO; http://jvo.
nao.ac.jp/portal）を開発・運用している。

・クローリングシステムの開発
バーチャル天文台（VO）により配信されるデータサービ
ス数が増えるに従い、自分の欲しいデータを見つけ出すの
が困難になりつつある。そうした問題点を解決するために、
世界中のVOデータサービスにより配信されているデータ
を概観し、どういったデータがどれだけVOにより取得可能
であるのかを簡便に知ることを可能とするシステムの構築
を開始した。このシステムの中核をなすクローリングシス
テムはすでに稼働を始めており、世界中のVOサービスか
らカタログデータ本体の他、画像・スペクトルデータのメ
タデータといったものを収集している。データ数は100億
件を超えることが見込まれており、これだけの規模のデー
タに対し高速に検索したり統計情報を作成するために分散
データベースや分散処理技術の導入が行われている。

・すばる・ALMA望遠鏡データの配信
JVOポータルより配信を行っている、すばる望遠鏡の処理
済みデータの拡充・更新を行った。本年度よりMOIRCSの
データが新たに追加され、HDSのデータについても2005年
11月以降に取得されたデータのうちの一部が追加された。
HDSデータの処理についてはハワイ観測所との協力により
行われた。Suprime-Camのデータについても、モザイキン
グ方法を見直し再解析を行った。ALMAのデータ配信につ
いてALMA推進室と共同で検討を開始し、データの中身を
表示し、それを見ながら必要な部分データを選択し取得が
可能な検索GUIのプロトタイプの開発を行った。

・講習会の開催
3月27－28日の2日間、国立天文台三鷹キャンパスにおい
て、VO講習会を開催した。参加人数は12名、初日は JVO
ポータルの利用方法の他、海外のVOグループが開発した
VOに対応したソフトウェアの利用方法についての講習を
行った。2日目はあらかじめ用意された3種の研究テーマか
ら1つを選んでもらい、JVOポータルや各種VOソフトウェ
アを利用して研究の実施を行った。今回は以下の研究テー
マが設定された：(1) 金属欠乏星の組成測定、(2) 超大質量
ブラックホールのデータ収集とその可視化・分析、(3) AGN
と銀河のクラスタリング測定。

・国際協力
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。

・非常勤研究員の異動等
9月より、江口智士がプロジェクト研究員として加わった。

（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 Suprime-Cam：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、かつ精度良く解
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。
　2011年度は、観測直後にハワイ観測所山麓施設内で行う予
定のオンサイト解析を行う上で必要なソフトウェアの開発を
集中的に行った。現状では、データ取得から5分程度で104
枚すべてのCCDのデータについて解析を一通り終了するこ
とを目標に開発を進めており、その達成への目処はつきつつ
ある。また、昨年度設計した解析処理後のデータを管理する
ためのデータベースについても試験開発を行い、解析ソフト
ウェアとの結合作業を行うことで、一通りのデータ処理手順
について見通しがついてきた。特に、観測データの品質に関
する情報の高速な検索や表示機能が充実しつつあり、オンサ
イト解析との結合により、観測後速やかにデータ品質情報が
とれるようになる見込みである。

（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、
運用の効率化をはかった。
　ユーザ数は、2011年度実績で、128名となっている。また、
各種講習会を主催または共催しており、体験企画等の解析実
習支援も行っている。それらの会期と参加人数はそれぞれ、以
下の通りである。
・2011年度第1回 IRAF講習会　2011年05月17日（火）－05月
19日（木）参加者5名
・すばる春の学校2011（共催）　2011年05月30日（月）－06
月01日（水）参加者11名
・2011年度第1回SQL講習会　2011年08月25日（木）－08月
26日（金）参加者9名
・IDL講習会：初心者編　2011年10月13日（木）－10月14日
（金）参加者16名
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・すばる秋の学校2011（共催）　2011年11月29日（火）－12
月02日（金）参加者16名
・2011年度第2回SQL講習会：データベース構築編　2011年
12月15日（木）－12月16日（金 )参加者12名
・2011年度ALMA User’s Meeting: CASAチュートリアル（共
催）　2011年12月26日（月）－12月28日 (水）参加者52名
・すばる観測研究体験企画（解析実習支援）　2011年12月　
参加者11名
・IDL講習会：FITSデータ解析編　2012年01月05日（月）－
01月06日（火）参加者11名
・N体シミュレーション小寒の学校（共催）　2012年01月11

日（水）－01月13日（金 )参加者13名
・アジア太陽物理冬の学校：データ解析実習（共催）　2012年
01月24日（火）－01月26日（水）参加者24名
・VO講習会2012　2012年03月26日（月）－03月27日（火）
参加者9名

3. その他

　広報活動として、「ADCからのお知らせ」をNo.165から
No.164までの70本を発行した。これらは、電子メールおよび
WEBによって広報されている。

1. 組織と活動の概要

　装置開発の支援体制（設計・製作・評価）の充実をはかる
ため、機械設計のエンジニア1名を非常勤職員として雇用し、
2012年1月よりメカニカルエンジニアリングショップ（ME
ショップ）に配属した。今後、MEショップの設計部門の充
実により、開発体制の強化が期待できる。
　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。特
に、3月の大震災による原子力発電所の停止にともない電力
供給が逼迫し、国立天文台にも15 %の節電義務が課せられた
が、ALMA受信機およびHSCの開発の重要性を鑑みた観山台
長の特別の配慮により、ALMA受信機およびHSCの開発を
行っている建屋（開発棟北）では節電を免除された。そのた
め、ALMA受信機とHSCの開発の進捗に大きな遅れを生じる
ことはなかった。観山台長のご配慮に感謝する次第である。
　ALMA Band 4受信機の開発では、初期量産（8号機までの
組立、試験）を終了し、2012年6月初旬に開催予定の製造準
備審査会（MRR）に向け、準備を開始している。
　ALMA Band 8受信機の開発は順調に進行しており、測定シ
ステムの高精度化・自動化に取り組みや休日を使っての製造
などにより、月産2台の受信機の製造が可能となった。また、
チリ現地では、Band 8受信機を用いた干渉実験が2012年3月
に行われている。
　ALMA Band 10受信機の開発では、2011年9月に詳細設計審
査会（CDR）が開催され、審査に合格した。その2011年12月
に1号機をNA-FEICへ出荷し、続いて、2–6号機までの組立、
出荷試験を終了し、予定通り年度内に初期量産を終了した。
昨年3月の地震により被災したSIS素子製造装置については、
今年度、震災復旧費が手当てされ、2012年2月に新規SIS素子
製造装置の入札を行い、2012年9月末の納入が決定した。こ
れにより、バンド10受信機用SIS素子の製造スケジュールの
大幅な遅延を回避できる見通しである。

　HSCの開発では、デュワー、シャッター、大型フィルター
等のカメラ構成要素の製作が順調に進行した。2012年初頭に
は、これらの構成要素を組み上げて、カメラとして完成させ、
2012年3月には、このカメラをハワイ観測所に向けて出荷し
た。2012年夏からの観測開始を目指し、現在インストール作
業が進行中である。また、HSCによる観測データの解析・ 管
理システムについても検討・設計・試作を開始し、順調に進
行中である。
　今年度TMTプロジェクト室の鈴木竜二氏がATCの併任とな
り、ATC内でTMT第一期観測装置 IRISの基礎開発を開始した。
本年度はMEショップの技術系職員が中心となって超精密ピ
ンホールグリッド測定用の真空容器の概念設計を行った。
　また、昨年度発足した先端技術専門委員会では、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
トへの対応などが議論された。この議論の結果を踏まえ、先
端技術専門委員会から台長への提言書が来年度早々に提出さ
れることになっている。

2. ワークショップおよび開発支援設備

（1）メカニカルエンジニアリングショップ
　メカニカルエンジニアリングショップ（MEショップ）は、
実験装置や観測装置などの「ものつくり」に、設計から製作、
形状測定までを一貫して行うことを目指している。
　今年度は台内異動にて常勤1名と新たに契約職員1名の増員
を受け、設計部門に配置して設計力の増強をはかった。製作
面ではALMA受信機の量産部品の製作をスケジュールに沿っ
て進めるとともにHSC開発支援や天文台内外からの製作依頼
に応えている。おもな製作依頼への対応については赤外光拡
大ミラー（JAXA/ISAS）、ウィンストンコーン型集光ミラー
（茨城大）、機械式デフォーマブルミラー（JAXA/ISAS）など
を担当し完成させた。
　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

16.　先端技術センター
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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。その中で単結晶ダイヤモンドバイトを用い、フッ
化マグネシウム（MgF2）を材料とした非球面レンズの切削加
工に成功した。また、昨年から取り組んでいる電波カメラ用
レンズアレイの試作では新たに102素子レンズアレイの製作
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。
　外部研究機関との技術連携の一環として昨年度から高エネ
ルギー加速器研究機（KEK）構機械工学センターとの技術交
流を開始し今年度は超精密加工、設計、機械工作の技術分野
での実務者による技術交流会を3回開催し情報交換と専門的
技術の深化をはかっている。
　MEショップでは、昨年度は132件の製作・修理依頼を受け、
前年度からの繰り越し15件を含む147件中143件を完了し、4
件は平成24年度に繰り越した。外部機関の利用は10件である。
平成23年度依頼件数を以下に示す（括弧内は平成24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。特に、今年度は重
力波干渉計用ミラー向けに、薄膜の機械的性質の改善のため
の基礎実験を行った。また、鏡面形状の測定精度改善のため、
光ファイバーを使った球面計を試作し、その評価を行った。

（3）オプトショップ
　先端技術センターが所有する3次元座標測定器や分光光度
計等の測定器を用いた共同利用を支援している。測定器の保
守、運用では、今年度は、WYKO NT1100用除振台とLEGEX910
用コンプレッサの更新を実施した。
　主な共同利用実績は、測定器共同利用が大多数で、総数314
件の共同利用（内訳：ATC内部99件、ALMA関係14件、台
内、東大天文センター 123件、台外78件）があった。その中
で、大型三次元測定器LEGEX910の利用が25件を占め、年間
を通じて定常的に利用されており、合計稼動日数は92日に達
している。大型三次元測定器の主な利用者は、ALMAとHSC
で、24 件を占めた。また、この他に、オプトショップへの三
次元測定の依頼が6件あった。
　その他、オプトショップの保有する装置を利用した測定に
関する一般的な相談（41件）にも対応した。

（4）設備管理ユニット
　空調設備で開発棟（南）実験室9室の空調設備の改修を行っ
た。新空調機は従来の機器に比べ空調能力が約2倍あり、熱
源が多い実験室も余力を持って空調が行える。電力不足で発
生する停電に対応するため非常用自家発電機を設置した。開
発棟（北）ALMA実験設備に電力を供給するためで、停電時
の電力確保に目処が立ちALMA受信機開発を遅滞なく進める
ことが可能となった。2011年3月に発生した東日本大震災で
開発棟（北）101クリーンルームの天井パネルが全面にわたり
繋ぎが剥がれる被害が発生した。工期は2ヵ月を要し、2003
年運用開始以来長期間利用停止が発生した。工事後徹底した
クリーン清掃作業を行い従来と変わらぬ大変高い空気環境を
実現し再び利用に供することができた。クリーンルームで試
験を行ってきたHSCは別のクリーンルームへ移設して工事期
間中も滞りなく試験が行われ、クリーンルームを複数運用す
る利点が活かされた。
　共同利用の開発棟（北）101クリーンルームはHSC、
JASMINE、ひので科学、Solar-C、CLASPの5プロジェクト
が利用した。Nano-JASMINE衛星は光学アライメント試験を
クリアし出荷した。東日本大震災で被災した JAXA筑波宇宙
センタークリーンルームが使えなくなったため、急遽 JAXA
の依頼により小型惑星観測衛星SPRINT-Aの光学検証試験を
行った。開発棟南プロジェクト室2クリーンルームはひので
科学が2010年度に引き続き衛星搭載品基礎研究開発を行って
いる。109室クリーンルームは重力波、光検出器開発グルー
プが利用している。
　実験室は多数のプロジェクトが前年に続いて利用しており、
HSC、重力波、光赤外、電波、ALMA受信機開発などである。
実験室利用は年々増大して不足しており、今年度も限られた
設備を配分して実験を行った。
　年次点検は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）、循環冷却水設備、クリーンルーム加湿装
置（開発棟（北））、CE（コールドエバポレータ）設備、ク

前年からの繰越 15
先端技術センター 15
HSC 13
JASMIN 4
光赤外研究部 1
系外惑星探査 26
太陽観測所 6（1）
ひので 6
SOLAR-C/CLASP 7
ALMA 36（2）
水沢VLBI観測所 1
RISE 1
電波研究部 1
重力波 5
外部機関 10（1）
東京大学 3
JAXA/ISAS 2（1）
京都大学 1
茨城大学 1
上越教育大学 1
ぐんま天文台 2

合計 147（4）
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レーン、フォークリフトなどを行った。
　通常業務のCE管理は、CEタンク液量・圧力監視システム
が導入された結果、液量、圧力異常の遠方監視が可能になり、
負担が大きく改善された。

（5）スペースチャンバーショップ
　先端技術センターが所有する真空チャンバやクリーンルー
ム等の設備を用いた共同利用を支援している。主な共同利用
実績は、観測ロケット実験CLASPではUVSORシンクロトロ
ン施設にATCの真空チャンバを持ち込んで実験が実施された
ほか、中型真空チャンバを用いてグレーティングの評価試験
等が実施された。X線天文衛星ASTRO-Hでは、ロケットフェ
アリング内で冷却用として使用するファンのアウトガス測定
が実施された。その他、アウトガス測定等の実験で真空チャン
バは、ほぼ常時共同利用者に使用されていて稼働状態にあっ
た。また設備面では、機械式冷凍機の温度制御系を製作して、
冷却試験における温度調節を可能にした。

（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23年度には、CLASPというロケット実験計
画や、WISH, SOLAR-Cという2つの衛星計画の実現にむけた
基礎開発を行った。近赤外線領域が観測波長帯であるWISH
計画では、観測装置に対する熱検討や構造検討を中心にして
進めながら、大型フィルター交換機構の試作品に対して耐久
性試験を実施した。また、水素のLyα線で太陽彩層の高精度
偏光観測を行うCLASP計画では、詳細設計を進めながら、ス
リットジョー光学系で使用するLyα線撮像用フィルターやそ
の保持構造を試作したほか、偏光素子の高反射率コーティン
グや分光装置の凹面回折格子の試作等を進め、試作した素子
とATC内で準備した測定系を分子科学研究所にもちこんでシ
ンクロトロン光による光学素子の評価試験を実施した。次期
太陽観測衛星計画SOLAR-C関連では、京都大学と共同開発
している波長チューニング可能な宇宙用可視光狭帯域フィル
ターに関連して光学素材の測定をATC内で行ったほか、紫外
線照射下の光学望遠鏡に対する汚染管理技術用の基礎データ
の取得を進めた。

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。
　昨年3月11日の地震により、SIS素子製造装置の1台が稼働
不能となったが、今年度、震災復旧費が手当てされ、新規装
置の導入が決定した。2012年2月に新規SIS素子製造装置の入
札を行い、2012年9月末の納入が決定した。当該装置は、今
後、主にバンド10受信機用SIS素子の製造に利用する。

（2）ALMA Band 4
　カートリッジ本体や試験評価装置を改良し、性能評価方法
を再検討した。その結果、ほぼ設計通りの性能を持つカート
リッジを製造できる見通しを得た。下半期に2号機から7号機
までを出荷した。初期量産（8号機までの組立、試験）を終了
し、2012年6月初旬に開催予定の製造準備審査会（MRR）に
向け、準備を開始した。ミキサー素子に関しては、東日本大
震災で稼働不能となったBand 4ミキサー素子製造用スパッタ
装置に代わって、Band 8、10素子製造用装置で作製したミキ
サー素子の性能評価を進めている。未だカートリッジの量産
に必要なミキサー素子が確保されておらず、課題となってい
る。SISグループとの緊密な連携が必須である。

（3）ALMA Band 8
　2011年6月に欧米の審査員を迎えて、量産レビュウ（Manufacturing  
Readiness Review）を行い通過した。Horn-OMT間のオーバーサ
イズモードにより交差偏波成分が大きくなる問題が見つかり、
仕様の変更を申請し、2012年4月に承認された。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、休日
を使っての製造などにより、月産2台が可能となった。チリ 
現地では、Band 8を用いた干渉実験が2012年3月に行われた。

（4）ALMA Band 10
　2011年9月1日－2日に米欧、チリ、台湾からの審査委員出
席を得てBand 10カートリッジ詳細設計審査会（CDR）を開催
した。その結果、ALMAの厳しい仕様を満足することが確認
され、26件の要処置事項（AI）とともに審査に無事合格した。
その後、NRAOが開発を進めた局部発振用ユニットを用いて
カートリッジ1号機の性能評価を行った結果、同ユニットに
大きな問題がないことが確認されたため、2011年12月に1号
機をNA-FEICへ出荷した。続いて、2–6号機までの組立、出
荷試験を終了し、予定通り年度内に初期量産を終了した。4号
機まではNA-FEICに出荷した。5号機以降はすべてチリOSF
への出荷することになっている。ミキサー素子開発に関して
は、引き続き情報通信研究機構（NICT）と協力して優れた高
周波特性を持つNbTiN薄膜の開発を進めているが、再現性に
課題があるため量産には至っていない。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。



098 II   各研究分野の研究成果・活動報告

（5）HSC開発
　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23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）がすべて冷却デュ
ワーにインストールされ、正常に読み出されることを確認し
た。ハワイに向けて出荷し、現地での受け入れ試験も完了し
た。
・補正光学系を構成するレンズは完成し、マウナケア山頂に
搬入された。現地において性能試験を行ったところ、送付前
に行った試験結果が再現し、輸送に問題がなかったことが確
認された。
・必要な広帯域フィルターすべて（g r i z Y）が完成した。
・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）は完成し、山頂に送られた。
・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2012年8月に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
　ミリ波超伝導電波カメラの開発を進め、以下の成果を挙げ
た。
・分子線エピタキシ装置（MBE）を立ち上げ、高品質アルミ
ニウム超伝導薄膜をもちいて、低雑音electric NEP 6×10−18 W/
√H̄zを達成した。
・MEショップが開発した102画素シリコンレンズアレイを用
いて、電波カメラのビームパターンを測定し、シミュレーショ
ンと一致することを確認した。
・電波カメラ102素子の歩留まり95%を達成した。
・超伝導共振器読出し回路を開発し、102素子の共振信号を同
時に読み出すことに成功した。
・GaAs-JFET極低温集積回路の開発を行い、SISフォトン検出
器の電荷積分読出しおよび32ch moduleの計算機制御に成功
した。
・特別公開日に超伝導共振器電波カメラのデモンストレー
ションを行った。
・上記の成果を元に、東京大学成瀬雅人氏（現、埼玉大学助
教）が学位論文を提出した。

（2）重力波
　地上大型重力波検出器KAGRAの次世代での高感度化に向
けた先端的要素技術開発として、変位雑音キャンセル法の開
発、および量子非破壊測定実験を行った。
　変位雑音キャンセル法に関しては、前年度での課題であっ
た残留雑音の低減をはかるため、干渉計（2次元平面内での
マッハツェンダー型）を真空槽内に設置した。また、干渉計
光学系をモノリシック化したものを新たに開発し、予備実験
を行った。これらにより、大幅な変位雑音の低減を確認した。
　超軽量ミラーを用いた量子非破壊測定実験に関しては、超
軽量ミラーの残留振動よる光軸アラインメントの不安定性が
課題となっていたが、輻射圧を用いた角度制御を実装するこ
とで、この揺らぎを低減させることに成功した。
　これらのほか、スペース重力波アンテナDECIGO計画の前
哨衛星である、DECIGOパスファインダー（DPF）の干渉計本
体および信号取得系の開発を進めた。干渉計本体の開発の一
環として、地上実験の段階で、外力からフリーな試験質量を
模擬する必要があるため、この模擬装置の開発を行った。これ
は、ねじれ振り子を組み合わせたもので、比較的小さなセッ
トアップにもかかわらず、試験質量2自由度分について共振周
波数を0.03 Hz程度に抑えることができた。これを用いて、実
際に使用するものに近い構成にした試験マス制御系（非接触
センサ、非接触アクチュエータ）の動作確認および性能評価
を行った。あわせて、これらミッション部のコア部分から信
号を取得し、衛星のバス部へと引き渡すインターフェースで
ある、信号取得系の実装および応答特性の評価を行った。

（3）TMT基礎技術開発
　2011年10月よりTMTプロジェクト室の鈴木竜二氏がATC
の併任となり、ATC内でTMT第一期観測装置 IRIS開発チーム
の立ち上げを開始した。
　IRISは現在プロトタイプ製作の段階にあり、本年度はME
ショップの技術系職員が中心となって超精密ピンホールグ
リッド測定用の真空容器の概念設計を行った。
　また、TMT第一期観測装置のアップグレード候補として期
待されている可視光面分光装置の開発を目標に基礎技術の開
発を行っている。今年度は、すばる望遠鏡で稼働中の可視光
撮像分光装置FOCASに組込み可能な面分光ユニットの開発
を行った。
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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。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23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、准教授1名、助教2名（うち併任1）、研究
技師4名、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5名、広報普及員11名、研究支援員6名、事務
支援員3名、技術支援員1名の体制であった。
　4月1日付で堀真弓図書係長が、アーカイブ室に佐々木五郎
研究技師（本年度より専任）、普及室に山田陽志郎広報普及
員、科学文化形成ユニットに立石直子事務支援員、8月1日付
で並川正人研究支援員、平成24年1月1日付で大川拓也研究
支援員が着任した。なお、8月31日付で保谷彰彦研究支援員、
9月30日付で永井智哉専門研究職員、平成23年3月31日付で
山下芳子再雇用職員、林満研究支援員、立石直子事務支援員、
濟藤祐理子技術支援員が退職した。
 
3. 広報室の活動

　今年度も従来と同様、アルマ推進室、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。SNS（TwitterとFacebook）な
どによる情報発信は、新たな広報手段として着実に成果を上
げている。

（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。

（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表3の通りとなっている。2011年5月
までと2011年6月以降でアクセス数が大きく変化しているの
は、暦計算室のホームページが別のサーバーで運用すること
になった影響である。
　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」は、35号～ 73
号までの計39号を発行した。また、2011年12月よりメール
マガジン配信サービスを導入し、購読者の登録作業の省力化
と迅速化を図った。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、2件（2011年8月「夏の夜、流れ星を数えよ
う」報告件数：1,402件、2011年12月「皆既月食を観察しよ
う」報告件数：919件）実施した。（「夏の夜、流れ星を数えよ
う」の報告件数が報告回数を示すのに対して、「皆既月食を観
察しよう」ではひとり1回の報告となるように仕組みを変更
したため、報告件数は報告人数を示している。そのため「皆
既月食を観察しよう」の件数は、これまでのキャンペーンよ
り少なめに集計されている。）
　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。2012年3月末現在での
フォロワー数は約9000件、総ツイート数は約600件であった。

（3）成果公開

　今年度は、昨年度末の東日本大震災の影響や7月初めに起
こったすばる望遠鏡の冷却液漏れの影響で、年度前半の研究
成果公表が低調だったが、後半では活発なリリースを行った。
その結果、リリース件数は計17件と、例年とほぼ同件数の成
果発表であった。
「科学記者のための天文学レクチャー」は、通算第16回とし
て、「広視野観測装置で探る　遠くと近くの宇宙論」をテー
マに、Hyper Suprime-Camで期待される科学的成果や装置開発
の進捗状況などについての講演会を開いた。講演タイトルは
「遠方銀河の重力レンズ効果で探る宇宙進化と加速膨張」、「近
傍銀河の星の観測で探る宇宙の構造形成と暗黒物質」、および
「すばるの次世代広視野カメラHyper Suprime-Cam」であった。

4. 普及室の活動 

（1）施設公開
　平成23年度の4D2Uドームシアターの公開は、例年同様毎
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、
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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5月から再開し、計17回実施したところ、年間1221名の参
加者があった。また、団体公開は31回で1206名、視察他は34
件で348名の見学者があり、合計82回、のべ2775名が4D2U
立体映像を鑑賞した。
　50センチ公開望遠鏡を用いた定例観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。計23回実施したところ、年間4,597名の参加者であっ
た。参加者が400名を超える回が年間4回もあり、従来の受付
時間内に来た人はどなたでも自由に参加可能な方式を見直し、
平成24年度からは事前申し込み制に移行することとし、その

準備を進めた。　
　平成23年度の三鷹地区常時公開では、12,694名の見学者が
訪れた。また、平成23年度の職場訪問等を含めた団体見学は
103件、4,090名、取材の申込みは367件であった。
　平成23年6月より、アーカイブ室事業及び施設公開の一環
として三鷹地区のガイドツアーを開始した。事前申し込み制、
定員20名で実施しており、第1、3火曜日は「登録有形文化財
コース」として第一赤道儀室（20センチ屈折望遠鏡）、太陽
系ウォーキング、太陽塔望遠鏡、天文台歴史館（65センチ屈
折望遠鏡）をガイド付きで案内し、第2、4火曜日は「 レプソ
ルド子午儀コース」として「日本の時刻決定の基準点」記念

太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～ 6月 221 188 63 10 139 74 102 644 1441
7～ 9月 212 184 63 12 261 153 152 767 1804

10～ 12月 308 275 58 2 323 111 137 696 1910
1～ 3月 429 113 91 10 410 134 119 627 1933

太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～ 6月 10 4 8 1 12 17 18 12 82
7～ 9月 2 2 4 0 17 17 26 22 90

10～ 12月 8 10 3 0 34 13 28 19 115
1～ 3月 8 7 3 2 20 13 28 26 107
総　計 48 39 33 4 143 106 171 126 394

月 件　数 月 件　数 月 件　数
2011／ 4 1,865,524 2011／ 8 526,818 2011／ 12 725,435
2011／ 5 2,128,655 2011／ 9 452,935 2012／ 1 459,068
2011／ 6 486,838 2011／ 10 518,716 2012／ 2 343,223
2011／ 7 376,210 2011／ 11 592,103 2012／ 3 495,526

合　　　計　　　　8,971,051

表 1. 国立天文台天文情報センター広報室・電話応答数　（2011年 4月－ 2012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　（2011年 4月－ 2012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　（2011年 4月－ 2012年 3月）

2011年4月 土星の環を飾る「プロペラ」模様
2011年8月 チリで建設のアルマ望遠鏡、16台のアンテナが揃い、初期科学運用へ
2011年10月 すばる望遠鏡、125億光年彼方の銀河に炭素を発見～宇宙における炭素誕生の謎に迫る～
2011年10月 小惑星同士の衝突で生じた奇妙なチリ雲～観測・実験・理論の協力タッグで解き明かしたチリ雲の成因～
2011年11月 初期宇宙のモンスター銀河の王「オロチ」！
2011年11月 大正時代の太陽の姿がよみがえる～約60年分のカルシウムK線太陽写真をデジタル化して公開～
2011年11月 銀河の衝突による星団の誕生、ブラックホールの成長 !?
2011年12月 129.1億光年の彼方、宇宙の「夜明け」にきらめく銀河を発見
2012年1月 すばるがとらえた塵のリングと見えない惑星のきざし：HR 4769 Aの残骸円盤の超高コントラスト画像

表 4. ウェブリリースまとめ

2011年6月 レプソルド子午儀の重要文化財指定について

2011年6月 大学間連携による光・赤外線天文学研究教育拠点ネットワーク構築―最先端天文学課題の解決に向けた
大学間連携共同研究―事業の実施について

2011年7月 レーザーガイド星補償光学での遠宇宙観測が本格始動～10倍になった視力で初めてみえた重力レンズ銀
河～

2011年9月 超巨大ブラックホールは何処に？噴出ガス源流の隠れ家を突き止める
2011年10月 アルマ望遠鏡、ついに開眼！―初めての科学観測を開始―
2011年12月 「隣」の銀河の星の材料、全貌の把握に成功
2012年3月 日本最古の星野（せいや）写真の発見

表 5. 記者会見まとめ
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碑、子午儀資料館（レプソルド子午儀室）、ゴーチェ子午環、
天文機器資料館（自動光電子午環）をガイド付きで案内した。
3月末までで合計284名の参加があり好評であった。 
　昨年度から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「私たちはどこから
来たのか ～元素は宇宙をめぐる～　」とし、10月21日（金）、
22日（土）の2日間、東京大学大学院理学系研究科天文学教
育研究センター及び、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日間とも雨天・曇天であっ
たが、2日間を通じて2,514名（21日439人、22日2,075人）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日本天文協議会2012金環日
食日本委員会との共同事業「金環日食シンポジウム」を共催
し、第1回シンポジウムは平成23年 5月21日に東京理科大学
を会場に実施し、192名の参加者、第2回シンポジウムは10月
29日に日本科学未来館にて実施し、199名の参加者であった。
　今年度の公開講演会は、国立天文台三鷹にあるレプソルド
子午儀が国の重要文化財に指定されたことを記念し、「国立天
文台の文化財　－日本の天文学の歴史を探る－　」と題して、
7月9日（土）に国立天文台三鷹を会場に講演と文化財見学会
を実施し、82名の参加者があった。
　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103、協力イベント181件であった。
　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12月4日（日）に行い、ALMA望遠鏡に関する講演と組立
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。
　11月6日（日）～ 8日（火）の3日間、今年で7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」が電波天文学
をテーマに国立天文台三鷹にて開催され、研究者・教育普及
関係者合計52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平成22年度以降も
継続している。平成23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6～ 7月にモンゴルにて、モ
ンゴル国立大学の協力の下、ウランバートル市、ミャンガド
村、ホブド市、マンダルゴビ西方のゲル・キャンプ、マンダ
ルゴビ市、ダランザドガド市などで講演会、望遠鏡工作ワー
クショップ、観望会等を実施し、全体で望遠鏡制作のワーク
ショップに289名、観望会に600名近い参加があった。三脚付
きの組み立て式望遠鏡400台を現地に提供した。
　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1622本、日本語版5736本、合計7358本
である（平成24年5月29日現在の累計）。
　平成24年5月21日の金環日食の安全な観察の普及啓発作業
として、出版室と共同でパンフレット「日食を安全に観察し
よう」（A4、4ページカラー）を10万部制作した。全国の学
校への情報提供、注意喚起として独立行政法人科学技術振興
機構科学コミュニケーション推進本部と共同で「サイエンス
ウィンドウ」誌2012年春号（平成24年4月初旬発行）に上記
パンフレット、科学文化形成ユニット製作のDVD、および組
立式太陽観察安全グラスを全国の すべての小・中・高校に配
布した。また、日本天文協議会2012金環日食日本委員会に参
加し、学校向け資料「2012年5月21日（月）日食を安全に観
察するために」等の制作協力などを行った。

（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」の平成23年度の年間入館者数は、25,634
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）および「おひ
さま　いっぱい」（平成23年7月～平成24年6月）の共同企画
のほかに、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
してきた。今年度3月29日まで合計145回実施し本事業を終
了した。

5. 暦計算室の活動

　暦計算室は国際的に採用されている基準暦に基づき、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24年版暦象年表、平成24年版理科年表暦部、平成25
年暦要項（平成24年2月1日官報掲載）を刊行した。特に平
成24年暦象年表では、おもな都市の金環日食予報・金星日面
経過予報、日本付近の等最大食分図を掲載したほか、トピッ
クスとして「2012年のおもな天文現象」、「秋分の日が動き出
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す」をとりあげた。

（2）ホームページ（http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/）について
は、6月にwww.nao.ac.jpから暦専用のサーバーに移行し、よ
り多くのアクセスに対応できる状況が整った。ツールとして
は、今日のほしぞらに赤経赤緯線・出入り情報・±30日ボタ
ンを追加したほか、暦象年表Web版で日食・月食・日面経過・
惑星食の各地予報、月の自転軸を追加した。例年同様キャン
ペーンと連携し、Vesta、ペルセウス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、携帯向け皆既
月食情報も提供した。この結果、平成23年度のアクセス数は
3,000万件を突破し、増加を続けている。

（3）理科年表事業では、震災直後の一部無償公開に続き、本
誌では40ページ以上にわたる震災特集記事を掲載、さらに被
災各県の高校に平成24年版理科年表を寄贈した。

（4）文部科学省で作成した大学共同利用機関法人の紹介資料
「社会・国民生活に活きる学術研究」に、すばる、ALMAと
並んで暦計算室が取り上げられた。暦計算室ホームページが、
図書館システム系コミュニティ Code4Lib JAPANによる「日
本の図書館における ICT活用のグッドプラクティス」に選ば
れた（http://www.code4lib.jp/selection/）。日本カレンダー暦文
化振興協会では第1回総会＆シンポジウムを開催した。

（5）国立天文台に寄せられる新天体通報等の対応を5名（常
勤職員3名、非常勤職員2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22件であった。その内訳は、新星・超新星：11件、
彗星（または彗星状）：7件、惑星：2件、正体不明の天体に
関する通報2件であった。

　既知の超新星・小惑星・彗星、明るい星のゴースト像など
を誤認する例が多い中、11月にあった超新星の通報では、国
立天文台を経由して国際天文学連合電報中央局へ通報、SN 
2011ir の発見者として認定された。

6. アーカイブ室の活動

　今年度で4年目となる当室は、三鷹だけでなく、他の地区
や国立天文台外の機関・施設も含め、
歴史的に重要な観測、測定装置の散逸を防ぐため収集・整理
を行い、その展示方法や環境の改善を進めている。
　また、将来構想である国立天文台博物館（仮称）について、
今後の展開をふまえ基本理念や組織などの準備を行っている。

（1）観測測定装置アーカイブの推進
　天文機器資料館、太陽塔望遠鏡において収集整理された装
置類について保護アクリルカバーを作成し展示するとともに、
菱形基線をはじめとする測地学的記念物群の展示方法等を改
善した。
　特に天文機器資料館においては一戸直蔵コーナー等の新規
展示物を制作し、歴史的に価値の高い装置群をウォールケー
スに整理、展示することで、20センチ光学屈折望遠鏡や、乗
鞍コロナ観測所25センチコロナグラフなど大型機器をより安
全に見学可能とした。

（2）レプソルド子午儀等の重要文化財登録
　レプソルド子午儀が国の重要文化財に指定されたのを受け、
記者発表、公開講演会を実施、ガイドツアーでの説明や重文
認定書を展示するなどの整備を進めた。

（3）登録有形文化財の管理
　登録有形文化財となっている建物（大赤道儀室、太陽塔望
遠鏡、第一赤道儀室）などについて、除湿機の整備などによ
り適切な管理を行った。

（4）国立天文台博物館構想の進展
　将来構想としての「国立天文台博物館（仮称）」について検
討し、概念設計や図面作成に基づき、新規建物の概算要求を
行った（採択には至っていない）。

（5）国立天文台ガイドツアーの開始とコースの拡張
　平成23年6月より、レプソルド子午儀が国の重要文化財に指
定されたことを契機として、毎月4回（第1～ 4火曜日）、当
自然科学アーカイブスの構築メンバーによるガイドツアーを
開始した。
　さらに、測地学的な記念碑群（可視化された菱形基線、一等
三角点、国際報時所跡地等）を回るガイドツアーの公開準備
として、これらに関する調査・研究、説明パネルの設置、道
路の整備等を実施した。
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（6）アーカイブ室新聞の発行
　アーカイブ室の活動を随時アーカイブ室新聞で報告してお
り、今年度は454号から574号を発行し、順次Web上で公開
した。

（7）日本最古の星野写真乾板の発見
　以前より続けてきた約2万枚と想定される古い写真乾板の
整理中、日本最古の星野写真乾板を発見した。
　これは平山信らが当時麻布にあった東京天文台のブラッ
シャー写真儀によって、1899年から1917年までに撮影された
乾板432枚で、戦中戦後の混乱及び旧本館焼失によって失わ
れたと思われていた。この中には日本で最初に発見、命名さ
れた小惑星TOKIOや、はくちょう座61番星の固有運動が分
かる観測乾板も含まれており、その画像データをWeb等で公
開する予定である。

（8）貴重書の展示
　天文台の貴重書である和漢書から、図書室と共同で、第44
回 暦と陰陽師、第45回 明治時代の天文観測の常設展示をおこ
なった。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)

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・図書及びデ
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23年度は、貴重書・開架図書の調査及び修
理を行い、その保存を図った。また、蔵書点検を行い目録と
資産情報を整備した。什器の入替を行い、閲覧環境の改善を
図った。
　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

　広報普及に役立つ独自印刷物の企画編集・刊行を今年度も
実施した。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）
・国立天文台ニュース　No. 213～No. 224（平成23年4月号～
平成24年3月号）
・国立天文台年次報告　第23冊　2010年度
・ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL ASTRONOMICAL 
OBSERVATORY OF JAPAN Volume 13 Fiscal 2010
・Publication of the National Astronomical Observatory of Japan 
Volume 13, No. 3–4
・国立天文台報　第14巻 第1･2号

　2011年度は、2010年度に引き続き、国立天文台ニュースの
誌面リニューアル後の商業誌レベルに向けた記事内容の充実
を深化させ、かつ制作経費のコストダウンを継続した。内容
面では、引き続き定期的に増ページを行い、とくに国立天文
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の制作に重点をおいた（6月号で
「国立天文台の3.11」、7月号で「レプソルド子午儀が重要文化
財指定に」、8月号で「国立天文台の途上国向け国際協力・支
援活動」、9月号で「国立天文台・夏の特別公開「見て歩き」」、
11月号で「対談特集「宙のまにまに」とシミュレーション天
文学の随」、2012年3月号で「特集・アルマ望遠鏡のすべて・
前編」＋電波天文広報まんが小冊子「アルマーの冒険」など）。
　定期刊行物以外としては、国立天文台の電波望遠鏡画像を
まとめて、2011年カレンダー「NAOJ Radio Telescope」を制作
した（2005年から通算7作目）。また、例年同様に「三鷹地区
特別公開ポスター類」を制作した。
　国立天文台オリジナルの（とくに国外向け）記念品として、
「国立天文台手拭」を制作した。図案は、国立天文台所蔵の渋
川昔尹（＋渋川春海）『天文成象之図』から採った。
　2010年度に引き続き、日本郵便が発行する「星座切手シリー
ズ　第2集・秋編（2012年7月7日・4000万枚／ 400万シート
発行予定）」の企画・制作アドバイスおよび監修を行った。
　2010年度に引き続き、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」のモンゴル編の観察シートの制作等
を行った。

9. 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（現 科学技術振興推進費）＜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
と共同で平成23年度まで天文情報センターサブプロジェクト
「科学文化形成ユニット」を実施してきた。
　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（現 科学コミュニ
ケーション連携推進事業）「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・
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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、最終年度の平成23年度には次のような活動を実施した。

（1）科学映像クリエータと科学プロデューサの養成
　国立天文台の「4次元デジタル宇宙プロジェクト（4D2Uプロ
ジェクト）」が開発した立体映像技術等を用いて、付加価値の
高い映像コンテンツを制作し、その結果として国際競争力の
ある映像コンテンツ発信地域の創成に繋がるような高度な人
材育成を行った。養成人数としては2年目より実施し、5年間
で36名程度を目標としたが、平成23年度は科学映像クリエー
タを9名養成し、5年間で最終的には35名を養成した。一方、
宇宙映像を利用した「科学プロデューサ」の養成では、国立
天文台が保有する4D2Uや、すばる望遠鏡等の真正リソース
を、新たに社会で広く利活用できるよう、起業、産業化、ビ
ジネス化等への橋渡しができる人材を広く育成することを目
的とし、養成人数としては、1年目後期より8名程度対象で実
施し、5年間で72名程度の人材養成を目標としたが、平成23
年度は科学プロデューサを前期8名、後期9名養成し、5年間
で最終的には73名を養成した。

（2）第3回東京国際科学フェスティバルの開催
　「第3回東京国際科学フェスティバル（Tokyo International 
Science Festival：以下TISF）」を9月10日（土）～ 10月10日
（月）に、東京都教育委員会や三鷹市などと連携し、文部科学
省の後援を受けて開催した。この間120団体・個人が主催す
る140を超えるイベントが実施され、全体で約5万人の参加者
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3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3回TISFは運営された。

（3）第2回国際科学映像祭

　第 2回国際科学映像祭（International Festival of Scientific 
Visualization）を8月10日（水）～ 10月2日（日）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、
国内の科学館、プラネタリウム館、シアターなど39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
566,728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＆ワークショップ（科学技術館）、ドームフェ
スタ（府中市郷土の森博物館）を開催した。本イベントは第2
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、文部科学省の後援を受け、さら
に、経済産業省の JAPAN国際コンテンツフェスティバル2011
（CoFesta2011）のパートナーイベントである。

（4）その他
　地域の関連企業や大学・研究機関と国立天文台が連携する
ことで、デジタルコンテンツ産業の振興と雇用創出および地
域再生のための人材創出拠点形成に向けて、合同会社の設立
や、「みたか科学文化の会」という修了生の会（法人格無し）
を設立し、映像インキュベーション事業など平成24年度以降
の拠点づくりを開始した。修了生の活動の場を広げ、連帯感
をもって共同で事業拡大にあたれるよう、修了生ポータルサ
イト「科学文化を創造する仕事サイト」http://sci4.net/　を創
設した。
　また、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。
　金環日食への安全な観察方法の普及のため、観察注意を解
説する映像作品「日食を楽しもう」（HD13分番組）を制作し
4万1千枚をDVDで全国の 小・中・高校のほか全国の科学館
などへ配布するほか、国立天文台等のウェブページより広く
配信した。
　5年間の事業のまとめとして、「科学映像クリエータ教本
（DVD）」と「科学プロデューサ入門講座」という2冊の教科
書を編纂し国内の関係機関等500箇所に配布した。また、平成
23年7月6-7日にシンポジウムと第2回外部評価を実施し、平
成24年3月23日には総括シンポジウム等を実施した。

1. 概要

　光赤外研究部には、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。研究部は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、プロジェクトお
よび個人の研究を円滑かつ活発に推進するという基本的な役
割を持つ。研究部では、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

18.　光赤外研究部
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も積極的に参画している。これは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国
内との間の人事交流の母体として研究部を位置づけるという
すばる望遠鏡建設時の構想に基づいている。
　光赤外関連分野の国立天文台構成員は殆どが光赤外研究部
の本籍をもち、研究部、A～ Cプロジェクトのいずれかを本
務とする。また、本務以外に複数のプロジェクトに併任とし
て所属し活動することもある。なお、研究部とプロジェクト
は組織上対等の関係である。平成23年度の光赤外研究部（本
務）は教授1、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。
　重力波および JASMINEプロジェクトを除く研究部、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、運用は光赤外研究部
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研究内容および
共同利用を担うプロジェクトの支援活動を中心に報告する。

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、晩期型星星周構造、太陽系外惑星の探索など多岐
にわたっている。かみのけ座銀河団の矮小銀河の星生成活動
の調査や、近傍銀河外縁部での星生成活動の研究が行われた。
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。すばる主焦点カメラのクロストーク
の定量的解析も進めている。　
　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
が分かっているものを選び出しておく必要がある。太陽から
30パーセクまで領域を広げ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。　
　Keck望遠鏡を用いた観測的研究では、かみのけ座銀河団内
の淡く広がった天体や、LINER天体の空間分解観測が行われ
た。木曽シュミット望遠鏡では木曽2kCCDカメラデータの解
析ソフトウェアの構築と改良を行い、マゼラニックストリー
ムからのHα輝線の撮像観測やコンパクト銀河団における星
生成活動の調査が行われた。
　古暦、文献による天体現象の研究や、天文アーカイブデー
タと天文データベースを用いた銀河の形態とSEDに関する統
計的研究なども進めている。

（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。中国国家天文台と共
同で西チベットの望遠鏡建設のサイト調査を行っている。

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）による惑星候補天体の探索や、
原始惑星系円盤の直接撮像観測のためハードウェア／ソフト
ウェアの改良を進めるとともに、次世代のExtremeAOおよび、
新コロナグラフの開発に参加した。
　開発中のHSC（Hyper Suprime-Cam）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
鷹地区のすばる棟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などを
行っている。
　研究環境整備の一貫としてすばる棟のプリンタ、TV会議シ
ステム（2F、3F）、サブネットワークの管理運用、すばる事
務室への無停電電源装置の導入、データバックアップサーバ
の構築も行った。

5. 次期大型計画の検討

すばる後の光赤外分野の大型計画として、TMT（Thirty Meter 
Telescope）、JASMINEシリーズや JPTFなどの検討に参加して
いる。宇宙研と国立天文台の協力体制の確立も必要である。
　天文データベースについては、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進めている。

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。CCD 撮像と画像解析に関する講
演を行った。自然環境情報ひろば 丸の内さえずり館や、朝日
カルチャーセンター にて講演会も行われている。三鷹での特
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別公開（三鷹・星と宇宙の日）には積極的に参加し、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。

7. 教育活動
　総合研究大学院大学、東京大学、東京農工大学、日本大学、そ

の他からの院生38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である。
　小中学生に天文学に親しみや興味を持たせるための「ふれ
あい天文学」に参画し、全国18の小中学校に出向き授業を
行った。

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天文周波数小委員会が設置され、
電波天文観測で大きな障害となる電気電子機器等に起因する
「人工妨害電波」への保護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
で見た新しい宇宙像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電気電子機
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
で重要な情報源であるテレビ放送もデジタル化により大きく
進展している。
　このように、限られた資源である「電波」はその利用効率
を上げながら、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、
より一層の努力が必要になっている。

（1）役割および構成
　こうした状況のもと、電波天文周波数小委員会の任務は、電
波天文観測に影響を与える外来電波による混信妨害から観測
を守りながらその活動の重要性も広く知っていただくことで
ある。電波天文は受信専用の業務であり、他の無線通信業務
に電波妨害を与えることがない反面で、広く理解と協力を得
る努力が常に必要になる。従って、総務省の本省関連部署や
地方の総合通信局にも機会をとらえ電波天文につき説明をし
ながら、意思の疎通を図っている。
　電波天文にとって、その他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連合
の専門機関である国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）が
その任にあたっている。2011年度も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（日本の電波天文研究者の集まり）
の意見を反映すべくその役割をはたしてきた。電波天文分野
に止まらず、電波天文に対し干渉妨害の源である電波応用分
野の委員会審議にも参加し、早い段階から未然に妨害に対応
するように活動してきた。
　電波天文コミュニティーの声を集約するため、その構成は、
国立天文台のみならず日本国内の大学や研究機関に属する台
外委員が参加している。

（2）現在の課題
　79 GHz帯高分解能車載レーダ（野辺山宇宙電波観測所
79 GHz帯観測に妨害）は2年間にわたり慎重に継続検討され
た後に総務省報告書が作成された。電波天文観測への配慮事
項が報告書内容に盛り込まれている。今後は、実証実験が計
画されており、電波天文観測への干渉妨害がないよう注意を
払っていく必要がある。2011年3月の東日本大震災の影響か
ら、自然災害発生時に対応した新規無線業務が増える傾向に
あり、新たな干渉妨害に対する検討が必要になっている。
　主要な検討課題として、23 GHz帯CATV無線伝送システム
（アンモニア観測等に与える影響）、21 GHz帯次期衛星放送
（水メーザ観測に与える影響）、1.6 GHz帯衛星携帯電話（パル
サー観測等への影響）、UWB（Ultra Wide Band）の新規アプリ
ケーション対応、さらにPLC高速電力線搬送データ通信（デ
カメータ帯観測に与える影響）などがあり、増加の傾向にある。



II   各研究分野の研究成果・活動報告 107

　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
請のサポートなども定常業務の一部となっている。

（3）国際活動
　国際電気通信連合無線通信部門（ITU-R）の世界無線通信
会議（WRC）会合が約4年に1度ずつ開催され、無線通信規
則の改正につき国際的な取り決めがWRC議題として検討さ
れる。直近では2012年2月に開催された。電波天文に関連す
る事項もこれらのWRC議題のなかに含まれる。また、WRC
に向けて各種準備会合が毎年スイス国ジュネーブで開催され
ている。技術内容の改訂に係る審議に対しては、WP7D（電
波天文）会合とWP1A（スペクトラム管理）会合に日本国代
表団の一員として日本の電波天文の立場を代表し参加してい
る。WRC会合に向け、世界で3つの地域ごとにWRC議題が
独自に審議されている。アジア・太平洋地域の会合（APT会
合）は年約1回程度開催されている。ここでも日本国代表団
の一員として会合に参加し、電波天文への影響を踏まえアジ
ア地域の意見形成に寄与している。2011年度はジュネーブで
開催された6、9月 ITU-R会合、また韓国釜山で9月に行われ
たAPT会合に参加し、技術審議に携わってきた。

（4）国内活動
　干渉源としての無線業務を見渡すと、電波にのせる信号を
効率よく圧縮しその占有帯域を減らすなど、電波利用効率改
善のための直接的な技術努力がされている。また、従来の電
波利用の概念を超えた応用も提案されている。
　電波の利用には総務省の事前の許可が必要であるが、近距
離応用で電波レベルが環境雑音に近い低レベルではその利用
制限が緩和される。広い電波帯域を使い低信号レベルの応用
が、UWB（Ultra Wide Band）応用として認められている。こ
うした議論には国立天文台も干渉を受ける側として参加して
きた。24 GHz帯UWB車載レーダは広く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。さらに近年、UWB無線シ
ステムの一種であるUWBセンサーネットワークの再検討の
機運が国際的に再度浮上してきた。
　24 GHz UWB車載レーダに対しては、電波天文観測所の近
傍では離隔距離を決め、離隔距離内の自動スイッチオフを
義務付ける方向で総務省や推進側と折衝し法制化を行った。
79 GHz帯高分解能車載レーダは、時限措置である24 GHz帯
UWB車載レーダに対し、永続的利用が想定されている。法制
化のための報告書が2011年に総務省作業班で作成された。暗
黒星雲の重水素を含む分子輝線観測を目指す野辺山宇宙電波
観測所45 m電波望遠鏡への影響が懸念されている。こうした
観測目標とは相反するが、車載レーダ普及は人命安全に関係
する。被干渉側として可能な限り国立天文台の意見を盛り込
みながら、相互合意を得られるよう寄与してきた。最近、実
用化に向けて79 GHz帯レーダを搭載した実車による実証実
験が計画されている。電波天文観測への影響を考え、電波を

放射する実証実験では総務省から“協力要請”があった。
　自然災害によるCATVケーブル切断では、23 GHz帯無線伝
送で応急接続される。23 GHz帯では、宇宙膨張にともなう赤
方偏移によりアンモニア分子輝線（電波天文保護バンド）が
該当帯域に入り込む。干渉妨害に対する事前協議の場が提供
されるよう話し合いがなされた。21 GHz帯次期衛星放送計画
（現状HDTV画質を超える画質を模索）は、22 GHz帯電波天
文バンド（重要な水蒸気観測帯）に近接し、電波天文観測に
与える将来の影響が憂慮されている。衛星設計仕様が固まる
前に、すでに放送側と対策会議をスタートさせた。
　家庭内の電力線を流用した電力線搬送データ通信（PLC）
は、30 MHzまでの低周波帯の電波天文観測に与える影響が心
配されている。総務省主導の実験が始まり、屋内対応PLCか
ら屋外対応PLCへの応用拡張が検討されている。総務大臣へ
「拙速にPLC導入を行わない」要望を日本天文学会と地球電
磁気・地球惑星圏学会と協力し行った。同日に一般への周知
を目的に記者会見も実施した。天文台の三鷹地区および水沢
地区でPLCの影響調査も独自に行っている。
　こうした電波妨害に対処しながら、一方で従来から懸案事
項として総務省内で手付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」に関する現行国内基準の更新作
業にも積極的に協力した。国内基準の更新は総務省内でまだ
実現に至っていないが、実際の干渉検討の側面では“国際勧
告（ITU-R RA.769）に準拠する方向で”対応するように繰り
返し主張し、その重要性が認知された結果、国際対応するよ
うになってきた。
　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的確にコミュニティーに
協力している。水沢VLBI観測所が所有する鹿児島6 m望遠鏡
および水沢10 m望遠鏡についてそれぞれ2012年2月および3
月に10年間の延長が認められた。現在、大学等の国内電波天
文受信施設に設備保護のための申請を働きかけ、いくつかの
大学からの申請準備に協力を行っている。こうしたサポート
対応では当小委員会の寄与が大きい。
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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すでに、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23年度もS帯を使用して、安定し
た定常運用体制を実現している。平成22年度を中心に、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ることができた。これにより
各宇宙機関とも、平成25／ 26年度まで運用を継続すること
が約束されている。平成23年10月11－15日に、米合衆国・
ボストン市において行われた第5回国際ひので科学会議を支
援している。

2. 教育活動

　平成23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・1名、総研大・2名であり、受託による明
星大学1名（学部生）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）計画のミッション提案をまと
めつつあり、ISAS/JAXA-WG、及びSolar-C検討室にて、国際
協力を前提にした検討を進めている。

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（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
所の一つであり、国立天文台研究員、日本学術振興会特別研
究員（学振PDと略記）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. 現員と異動（氏名の直後の括弧内の情報は着任前の所属・
職を表す）

　2011年度に理論研究部を本務とする研究教育職員は教授2
名、准教授2名、助教4名（うち田中雅臣助教は12月1日に着
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任）およびCfCAを本務とし、理論研究部を併任する准教授1
名、助教1名で構成されている。そして研究教育職員に加え、
専門研究職員（特任助教）1名、研究員5名、研究支援員1名、
学振PD 1名、ならびに以上の研究スタッフを支える事務支援
員1名の体制をとっている。
　銭谷誠司（NASAゴダードスペースフライトセンター、学
振海外PD）は9月12日に専門研究職員（特任助教）に着任し
た。台坂淳子、祖谷元、中村航は前年度からの研究員を継続
している。山崎大（台湾中央研究院天文及天文物理研究所研
究員）と黒田仰生（東大博士課程）は新規に研究員に採用さ
れた。山田雅子（台湾中央研究院天文及天文物理研究所研究
員）は10月1日からの研究員着任である。日高潤は新規に研
究支援員となった。堀安範（東工大博士課程）は新規に学振
PDに採用された。

3. 研究成果

　本年度中に成果が論文等の形で発表されたものは「IV文
献」の項にリストアップされているが、その中で理論研究部
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未満の項目は省略した。
・欧文報告（査読あり）：58
・欧文論文（研究会集録、査読なし等）：10
・欧文報告（国際会議講演）：44
・和文報告（学会発表等）：78
以上の研究成果は巻頭の研究ハイライトの項に多く散見して
いる。ここでは理論研究部の構成員が主体的に行った研究に
ついて、研究ハイライトの番号とタイトルをその番号順にリ
ストアップする。

05　無衝突磁気リコネクションの内部構造 再考（銭谷誠司）
06　磁気雲でおこる星団形成過程：原始星アウトフローに

よって誘発される乱流場内で形成される高密度コアの
性質（中村文隆、LI, Zhi-Yun）

07　近傍の赤外線暗黒星雲Serpens Southからのアウトフロー
（中村文隆、他）

08　L1641-N領域における cloud-cloud collisionとパーセクス
ケールの stellar feedbackの証拠（中村文隆、他）

11　Serpens South星団の近赤外線偏光観測：星団形成におけ
る磁場の重要性（杉谷光司、他） 

13　第1コアの観測的確認：非局所熱平衡輻射輸送（富阪幸
治、富田賢吾）

40　惑星環におけるプロペラ構造の形成（道越秀吾、久保英
一郎）

41　ダスト層の永年重力不安定（道越秀吾、小久保英一郎、犬
塚修一郎）

47　対数正規関数で分布を与えた原初磁場の宇宙背景放射に
対する影響（山崎 大、他）

51　Global Structure of Three Distinct Accretion Flows and 

Outflows around Black Holes from Two-dimensional 
Radiation-magnetohydrodynamic Simulations（大須賀 健、嶺
重 慎）

4. 教育活動

　研究教育職員の、大学院および大学における非常勤講師活
動の情報は「III 機構」にまとめられているが、ここでは講義
科目名を補足する。
梶野：総合研究大学院大学（理論天文学基礎）、東京大学大学
院（理論天文学特別講義）、学習院大学（時間・空間・物質
の科学、および物理学基礎）、日本女子大学（現代物理学）、
実践女子大学（宇宙物理学）
工藤：電気通信大学（宇宙地球科学）
小久保：政策研究大学院大学（宇宙の中の地球）、鹿児島大学
大学院（惑星系形成論）、東京大学（惑星科学）、琉球大学
（惑星系の構造と起源）
浜名：東京農工大学（地学）
　また工藤は総研大サマースクールの機会を利用して、学部
レベルの学生に研究の現場を体験させた。一方、小学生・中
学生・高校生を対象とした教育活動の一覧（行事名と開催場
所を記載）は以下の通りである。
大須賀：スーパーサイエンスハイスクール（SSH）レクチャー
（秋田県立横手清陵学院）、ふれあい天文学（中野区立中西
野小学校、獨協中学・高等学校）
工藤：ふれあい天文学（足立区立寺地小学校、北区立清水小
学校）
小久保：スーパーサイエンスハイスクール（SSH）レクチャー
（金沢泉丘高等学校、日比谷高等学校）、ふれあい天文学（八
丈町立大賀郷中学校）
固武：ふれあい天文学（葛飾区立住吉小学校）
中村：ふれあい天文学（十日町市立中里中学校、八王子市立
愛宕小学校）

5. 広報普及活動

　理論研究部のスタッフは一般向けの講演会を通して広く広
報普及活動に寄与している。以下がその概要である。
　梶野は朝日カルチャーセンター（横浜）において「基礎か
らわかる宇宙物理学 - 最新宇宙論」をテーマに6回にわたる
連続講演（隔週）を行った。また鎌倉淡青会講演会での講演
を行った。
　小久保は朝日カルチャーセンター（京都、立川、横浜、新
宿）において太陽系に関する種々のテーマについて講演を
行った。他に池袋コミュニティ・カレッジ、日本天文学会公
開講演会、名古屋大学公開セミナー「天文学の最前線」、 大
阪大学どきどき斎塾、共愛学園前橋国際大学公開講座、ユー
トリア・スターガーデン、六本木アートカレッジ、日本学術
会議サイエンスカフェ、浅草寺仏教文化講座において講演を



110 II   各研究分野の研究成果・活動報告

行った。 
　固武と中村は朝日カルチャーセンター（新宿）で講演を 
行った。
　浜名は国立天文台「科学記者のための天文学レクチャー」
において講演を行った。

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. 国外からの主な訪問者リスト

　理論研究部は理論天文学研究における国内でのCOEとして
の役割を果たすべく、科研費、運営費交付金、天文台客員経
費等の経費により多くの国外からの訪問者を受け入れ、共同
研究を行っている。以下が主な訪問者（滞在期間が1週間以

上に限定）のリストである。

BALANTEKIN, Akif B.（ウィスコンシン大学、米）
BOYD, Richard N.（カリフォルニア大学ローレンスリバモア
研究所、米）
CHEOUN, Myung-Ki（ソンシル大学、韓国）
DELIDUMAN, Cemsinan（ミマールサイナン工芸大学、トル
コ）
DELIDUMAN, Yamac（ミマールサイナン工芸大学、トルコ）
FAMIANO, Michael（ウエストミシガン大学、米）
MACIEJEWSKI, Andrzej（ジェロナグラ大学、ポーランド）
MATHEWS, Grant J.（ノートルダム大学、米）
MAZZALI, Paolo（マックスプランク研究所、独）
MURPHY, Jeremiah（プリンストン大学、米）
PIAN, Elena（ピサ高等師範学校、イタリア）
REIN, Hanno（プリンストン高等研究所、米）
RYU, Chung-Yeol（ハンヤン大学、韓国）
別所直樹（ニューハンプシャー大学、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。

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する上で、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。
　2011年度は、天文情報センター普及室と協力して、政府開
発援助ユネスコ活動補助金を得て実施された、「君もガリレ
オ！」プロジェクト（"You are Galileo!" Project）のモンゴルで
の活動を支援した。
　また、国際協力協定、覚書の新規締結を6件（更新は0件）
取り扱った。また、共同研究に関わる191件の安全保障輸出

案件を取り扱った。

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）により毎年1回開催される、4機関の台長・所
長会議を2011年11月7日－8日に京都大学で開催した。また、
東アジア中核天文台連合による博士号取得後のフェローシッ
プ事業を企画し、2012年度分の公募を行った。さらに、東ア
ジア中核天文台連合による東アジア地域での天文学観測のた
めのサイトサーベイワークショップ（2012年4月3日－4日、
北京、中国科学院国家天文台）の開催を企画した。
　2011年7月26日－29日に、タイ国チェンマイにて開催さ
れた第11回国際天文学連合アジア・太平洋州地域会議（11th 
Asian-Pacific Regional IAU Meeting）において、国立天文台の研
究活動と成果を紹介する展示を企画、実施した。また、2011
年10月10日－14日に中国、北京で開催された、国際天文学
連合主催の第４回天文学普及シンポジウム（Communicating 
Astronomy with the Public 2011）の企画に協力し、国立天文台
での国際的な天文学普及活動について紹介した。
　国際天文学連合との間に、「国際天文学連合天文学広報普
及室」（The IAU Office for Public Outreach）を国立天文台内に

22.　国際連携室
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設置する協定に合意した。また、東アジア中核天文台連合の
加盟機関と協力し、国際天文学連合の天文学発展のためのオ
フィス（the IAU Office for Astronomy Development: OAD）の東
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、2011年10月31日－11月4日に修善寺で開催され
た「第3回すばる望遠鏡国際会議（The 3rd Subaru International 
Conference: Galactic Archaeology）」の開催をサポートした。

4. 外国人研究者・学生の受け入れ支援

　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：0名）、日
本学術振興会外国人特別研究員（1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11名、身元保
証等90名（84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。
　岡山天体物理観測所、および石垣島天文台と国内7大学の
連携により、本年度から新しく始まった「大学間連携による
光・赤外線天文学研究教育拠点のネットワーク構築 －最先端
天文学課題の解決に向けた大学間連携共同研究－」事業を取
りまとめた。
　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、2名の自然科学研究機構事務職員を海外研修目的でハ
ワイ観測所へ派遣するサポートを行った。


