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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

　2012年度の定期保守は、前年度末に発生した担当業者に対
する競争参加資格停止により例年の6－8月期に実施できず、
10－12月期に実施した。また、2011年3月11日に発生した
東日本大震災により被災した茨城局の復旧工事は、2011年度
当初に倒壊のおそれがある日立32 m望遠鏡のアジマスレー
ル保持機構の緊急工事を実施し、2011年度末に第一次復旧工
事を実施し試験運用を可能とした。その後、第二次復旧工事
を2012年度末に実施し、完全復旧に至った。
　VERAのプロジェクト観測は保守期間の変更にかかわらず
順調に進められた。2012年度にはVERA10周年の記念式典
を実施するとともに観測成果の報告会を行い、観測成果に関
しての記者発表も行った。特筆すべき成果としては、IAUで
これまでに採用されていた銀河回転速度の改定が挙げられる。
IAUでは太陽系での銀河回転速度を毎秒220 kmとしていたが、
VERAの2007年からの観測結果を解析して、約10 %速い毎秒
240 kmであることを公表した。
　韓国のVLBI観測網（KVN）と連携した科学評価観測も積
極的に進め、2012年7月には水沢にて日韓合同科学検討ワー
クショップを開催した。その他、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。
　その他の活動としては、スーパーコンピュータの水沢設置
に関する協力業務が挙げられる。以前、20 m電波望遠鏡の保
守に使用してきた建屋に大幅な改修を加え、2013年度から
稼働するスーパーコンピュータの受け入れ体制を整備した。
また、スーパーコンピュータの運用主体である天文シミュ
レーションプロジェクトとの研究連携もこれを機会に進展し、
4D2UへのVERAの観測結果の導入や、銀河回転シミュレー
ションなどの協力で成果を挙げている。また、天文データセ
ンターとの協力で、超高速光回線（JGN回線）のノードが水
沢に開設され、毎秒10ギガビットのデータ通信が可能になっ
た。水沢VLBI観測所では、現在三鷹で運用している相関処
理装置を将来、水沢に移設する計画を持っている。三鷹－水
沢間の超高速データ通信回線は、三鷹に集結している大学連
携局の観測データを水沢で相関処理を行う際に有力な武器と
なることが予想される。

（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1,000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
な科学目標の一つになっている。
　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度角離れた二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、実運用を開始した。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）で行っているが、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。次世代型のVLBI観測装置の開発研究も進
め、毎秒8ギガビットの記録と再生が可能な記録システムの
開発も進めた。

（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
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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、国立天文台山口32 m
電波望遠鏡、北海道大学苫小牧11 m電波望遠鏡が光通信網
で接続されている。
　データ伝送速度は、苫小牧局より 2.4 Gbps 1回線のほ
か、他の局では2.4 Gbps 2回線が用意され、2偏波観測な
どに利用されている。これにより磁気テープベースでの観
測が1 Gbpsに限定されていたのに対し、高感度のVLBI観
測網を構築し、VLBIの観測対象を微弱な天体を含めた新
たに観測対象を拡げるための基礎的な観測を行うことを目
的としている。光通信ネットワークは情報学研究所の学術
情報ネットワークを利用するが、2011年度にSINET3から
SINET4に移行し、そのための対応作業として10 GbEによ
る汎用接続の伝送試験を2012年度に実施した。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、北海道大学苫小牧11 m電波望遠鏡か
ら三鷹への超高速データ伝送試験に成功している。
　スーパーコンピュータの水沢移設に伴って、大手町－水
沢間の JGN回線が開設された。JGN回線とSINET回線を
大手町にて相互接続し、JGN回線で接続されている情報通
信研究機構鹿嶋34 m電波望遠鏡を光結合することが可能
になる。

（3）大学連携VLBI観測
　日本国内VLBI観測局として、国立天文台VERA4局をは
じめとした北海道大学苫小牧11 m電波望遠鏡・情報通信研
究機構鹿嶋34 m電波望遠鏡・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電波望遠鏡・国立天文
台野辺山45 m電波望遠鏡・岐阜大学11 m電波望遠鏡・国立
天文台山口32 m電波望遠鏡、国立天文台茨城観測局電波望
遠鏡（日立32 mと高萩32 m）の12局のVLBI観測局を組織
化する活動が進められている。これらの電波望遠鏡のうち、
情報通信研究機構鹿嶋34 m電波望遠鏡は2011年の震災の
影響でアジマス回転車輪に大きな損傷を受け、2012年度末
を目標に復旧作業が進められた。茨城観測局の完全復旧は
2012年度末に達成された。
　日本国内VLBI観測では、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。また、現在大きな話題になっている我々の銀河
中心へのガス降着に伴うフレア現象の観測に、水沢10 m鏡
が連日参加するほか、茨城局、鹿島局、臼田局の参加も計
画されている。
　大学間の人事交流も進められ、北海道大学や筑波大学で
学位を取得した学生が山口大学の学振研究員や特命助教と
して赴任し、大学連携VLBIの研究活動を進めている。ま

た、鹿児島大学で学位を取得した学生が国立天文台チリ
観測所の特任研究員として採用され、アルマ計画のほか、
VLBIによる観測研究にも参加している。2012年度には2
名の岐阜大学院生が水沢VLBI観測所（三鷹）に滞在し、広
帯域VLBI観測装置の開発で修士論文を発表した。

（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
開発をソウル延世大学構内で順調に進め、2012年10月に
は韓国天文研究院（KASI）東アジアVLBI研究センターに
移設、定常処理を開始した。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・相関局運用会議を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、観測研究の現状や今後の観測計画に
ついての具体的な検討が進められている。

（5）重力観測・測地VLBI研究
　VERAによるmm測地の確度を高めるため、VLBI・GPS・
重力という異なる手段によるコロケーション観測を行い、
精密測地観測に関する開発・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、そのために必要な小型絶対重力計の開発やSGの観測
精度に見合う環境変動による重力変化のモデル化もあわせ
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
（愛称「むりかぶし」）を備え、北緯24度東経124度の立地
条件を活かして、3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
新星爆発、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9,000名を超える利用者があ
る。学校教育、生涯教育にも貢献している。2009年に協定
が結ばれた琉球大学と連携授業では、天文学の講義や石垣
島での観測実習が毎年行われている。放送大学の「石垣島
キャンパス」企画などにも協力している。また、石垣島天
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文台に併設して建設され、2013年に完成予定の石垣市の「星
空学びの部屋」計画に協力している。
　2013年度から石垣島天文台サブプロジェクトを水沢VLBI
観測所プロジェクトに統合する方向での組織改革を進めた。

2. プロジェクト進捗状況

（1）VERA

1）研究全般
　2012年度は、昨年度更新した約400個のプロジェクト天
体リストに基づいて位置天文観測を進めた。観測はこれま
で同様年間40天体程度のペースで進められており、2012年
度までに累積で150を超える天体についてモニター観測デー
タが得られている。このような観測結果に基づいて得られ
た成果の中でも2012年度のものとして特筆すべきは、銀河
系構造解析の最初の論文（Honma et al. 2012）が出版された
ことである。これまでのVERAの観測結果に加えて米国の
VLBAや欧州のEVNの観測も合わせた計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= 8.05+/−0.45 kpc、LSRにおける銀河回転速度とし
て、Θ0= 238+/−14 km/s/kpcを得た。この結果はLSRの回転速
度Θ0について、IAUの推奨値である220 km/sを上方修正すべ
きであることを示唆している。この結果はさらに、銀河系の
質量がこれまで考えられていたよりも20 %大きいことも示
唆しており、暗黒物質の研究にも大きなインパクトを与える
成果である。この研究については、2012年10月に記者発表
が行われ、全国紙でも報道されるなど、VERAおよび国立天
文台の成果発信・広報普及活動にも貢献した。
　また、銀河系構造研究以外でも位置天文観測分野において
も新たな成果が複数出ている。Sakai et al.（2012）では星形
成領域 IRAS 05168+3634の距離を正確に求めた。この天体は、
これまで運動学的に推定されていた距離が6 kpcであったが、
VERAによる観測結果は約1.88 kpcと約3分の1程度であり、
三角測量による精密な距離決定の重要性を改めて示す結果と
なった。また、この天体の距離と固有運動から、太陽円より
外側での銀河系回転速度やペルセウスアームの運動などにつ
いて制限をつけることもできた。この天体とあわせてすでに
ペルセウスアーム近傍の複数の天体で系統的な非円運動が見
え始めており、今後はスパイラルアームによる非円運動成分
の研究にもVERAの観測結果が大きく貢献することが期待さ
れる。また、晩期型星 IRAS 22480+6002の距離決定（Imai et 
al. 2012）からは、この天体の物理量が改訂され、この星がK
型の赤色超巨星であることが示されるなど、星形成だけでな
く晩期型星の観測でも位置天文観測に基づく成果があがって
いる。
　また、銀河系構造や位置天文観測に加えて、メーザー現
象やメーザー天体に関する研究も進められている。Chibueze 
et al.（2012）は大質量星形成領域 Cep-Aで新しい水メー

ザー双極流を発見しており、この領域での大質量星形成に
関して新たな知見をもたらした。また、大質量星形成領域
G353.273+0.641ではVERAのメーザー観測にオーストラリア
のATCAの観測や野辺山の45 m鏡の観測を加えて、この天体
がほぼ視線にそって高速の双極ジェットを出す天体である
ことが明らかにされた（Motogi et al. 2013）。さらに、VERA
とALMAのデータを組み合わせることで、オリオン星雲
で232 GHz帯の新たな水メーザーの検出にも成功するなど
（Hirota et al. 2012）、VERAの結果を発展させてALMAによる
観測へと展開する動きも着実に進んでいる。また、メーザー
観測の分野では、日韓共同でVERA+KVNを用いた試験観測
が進められており、今後、高感度なイメージングを活かした
この分野の研究のさらなる発展が期待される。
　一方、VERAを用いたAGN研究も近年盛んに行われるよ
うになっており、VERAのプロジェクト観測におけるフリ
ンジファインダーのデータを系統的に活用したGENJIプロ
ジェクトでは、γ線を放射する明るいAGN（ブレーザーと呼
ばれる種族）の高頻度なモニター観測を進めている。今年度
はGENJIの成果として最初の論文が出版されており、GENJI
のプロジェクト概要をまとめた論文（Nagai et al. 2013）に加
えて、ブレーザーPKS 1510-089のガンマー線のフレアに付随
した電波増光を捉えた論文（Orienti et al. 2012）では、多周波
によるモニター観測の中でVERAの観測結果が重要な役割を
果たした。また、AGNの研究の将来への発展として、ミリ
波サブミリ波帯での国際VLBI観測についても水沢VLBI観
測所のメンバーが貢献をしており、AGNの1 mm帯でのVLBI
観測でも興味深い結果が得られ始めている（Doeleman et al. 
2012, Lu et al. 2012）。また、VLBI観測によるAGN研究の分野
においても、VERAを拡張したVERA+KVNの共同観測への
期待も高まっており、この分野でも日韓のチームでのサイエ
ンス検討や試験観測結果の評価も意欲的に進められている。

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帯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。この観測を2012年度も継続して実施している。
通常のS/X帯での測地観測では、2周波の観測データから電
離層の影響を推定しているが、22 GHz帯の1周波の観測では
観測から求めることができない。22 GHz帯ではその影響が
小さいものの、GPS等の他の手段から求められている電離層
モデルを解析に組み込むことにより、22 GHz帯の測地観測結
果をさらに改善できることを示した。
　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
度場が一変している。VLBIやGPSで求められているVERA
水沢局の座標は、地震発生前までは年間10数mmの南西方
向の緩慢な動きであったが、地震発生後は東南東の方向へ
の非常に大きな動きとなり、2年を経過した時点においても
log(t)型の変動がなおも継続している。今後も相当長期にわ
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たりこの変動が継続することが示唆される。江刺地球潮汐観
測施設における地殻ひずみ観測結果からも、地震前に年間 
2×10−7程度の東西圧縮場であったものが、2011年末で1.2×
10−6、2012年末で4×10−7程度の東西膨張場に転じているこ
とが示されている。大規模地震が発生したあと、地殻やマン
トル上層部がどのように変形するか、変形を続けるか、精密
な測地技術で連続的に捉えられた初のケースといえる。観測
データを今後も蓄積していくことは、将来への財産になると
考えられる。
　VERA各局の座標決定においては、座標変動が比較的安定
していると考えられる入来局の、2005年から2008年の変位
速度が1次式で表せると仮定し、それを基準として他3局の
座標を求めている。VERA局の座標を国際座標系に結合する
ために、水沢局と石垣島局の2局が国内の測地観測（JADE観
測）と国際観測（IVS-T2観測）に参加しているが、これらの局
の座標変動がやや不規則な点があり、座標決定の手順がかな
り複雑になっている。観測局で行っているGPSの連続観測
からは、座標の年周変動がmmレベルで幾分見受けられるが、
その要因が不明確な点もあり、VERA局の座標値には年周変
化を与えていない。VERAの目的は天体の年周視差を測定す
ることにあるが、座標に年周変化があると年周視差測定に系
統的な差を与えるおそれがあり、年周変動については慎重
に検討したい。VERAで要求される座標精度が、観測条件に
よって最も厳しい場合に2 mmの精度が必要と見積もられて
いるが、年周変動の大きさはそれとほぼ同程度ある。観測条
件によっては無視してもよい量になるともいえるが、VERA
の究極の精度達成のためには年周変動のモデル化が今後必要
になろう。
　VERAのアストロメトリ観測に一番影響のある誤差要因と
しては、湿潤大気による電波伝搬遅延の問題がある。天頂大
気遅延については、GPSの解析の副産物として推定値が得ら
れている。解析法のバージョンアップにより、推定精度が若
干向上したものと推定される。また、気象庁から5 kmメッ
シュの客観解析データを購入し、気象データから推定される
天頂大気遅延との比較を進めている。

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、2012年度は440回、3,828時間の
VLBI観測を行った。行われた観測は、VERA共同利用観測、
天体までの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：45観測　354時間
　VERAプロジェクト・試験観測など：325観測　2,493時間
　VERA測地観測：24観測　591時間

　大学連携VLBI観測：12観測　118時間
　KVNとのVLBI観測：34観測　272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保守グループにより、系統的な性能の確認や各メー
カーによる年1回の保守作業を実施するとともに、日常的な
保守（アンテナのグリスアップ、塗装、故障対応）は各観測
局が主体的に実行した。
　前年度末に担当業者に対する競争参加資格停止が発効され、
VERA年度保守作業の大きな部分を占めているアンテナの年
度保守作業を実施できない事態となった。天文台対策会議か
ら提示された契約指針は「どうしても緊急的にしなければな
らないもの・担当業者でなければできないもの・過去に契約
違反がないことが明白であるもの」であった。VERAは建設
後10年を経過してアンテナの駆動不調やモータ駆動部の油
漏れが発生しており、かつ、メーカーによるモータおよび駆
動制御装置のオーバーホール作業受注終了年度となることか
ら、不調となったモータおよび駆動制御装置を年度内にオー
バーホールする必要があり、また、アンテナと一体となって
いるモータなので交換作業は担当業者でなければならず、過
去に遡って不正がなかったことを資料で証明することとし、
2006～2011年度分の説明資料を用意して自然科学研究機構
へ上程し許諾を得た。しかしながら説明資料の準備などに時
間を要し、例年電波天文観測に適さない6月から8月の時期
としていた保守期間を、10月から12月とせざるを得なかっ
た。アンテナの年度保守作業は、不調となっていたモータ駆
動系のオーバーホールに限定した内容で実施した。受信機系
については、例年の内容で実施したが、水沢局では位相変動
が大きくアイソレータを挿入する対応策を講じた。
　入来局では、VERA開発品のフィドーム膜の交換を実施し
た。水沢局では基礎部防水塗装補修を実施した。
　次年度は本年度未実施となったアンテナの通常保守作業を
実施するとともに、今後は保守の効率化と保守部品購入の効
率的な運用を目指す。また、観測システム全体の大規模補修
が最重要課題である。

5）技術開発
　技術開発の大きな開発項目に、老朽化が進むFX相関器の
代替相関器としてのソフトウェア相関器の開発と、メーカー
メンテナンスが終了した磁気テープ記録装置の代替としての
DISK記録再生装置の開発がある。
　ソフト相関器開発では、前年までに開発してきた関連ソ
フトウェアの不具合を修正し、観測データを用いて性能評
価を実施した。性能評価観測の処理は、試験運用を兼ねて
いる。限られた人的リソースにより開発対象のモードは主に
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FX相関器互換のものに絞っている。性能評価においては遅
延、位相、SNRともに一致していることが確認できた。また
6.7 GHz帯のメタノールメーザーの観測では分光点数が飛躍
的に拡大したソフト相関によりメーザーコンポネントの分解
が可能となり、新たなサイエンスの展開が可能であることを
確認できた。相関器運用では、外部の運用担当企業による運
用も開始し、本格運用が可能な体制が整いつつある。
　DISK記録再生装置の開発においては、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
上げている。各機器は既存系と並行導入する形ですでに各局
に配備されている。前年度までにそれぞれフリンジを得るこ
とができ基本性能は確認できていた。今年度は定常的・安定
運用に向けて既存系の観測と並行してDISK記録試験運用を
実施した。これまでに多数不具合等が発見でき、メーカーと
ともに原因解明と修正を行った。制御競合でのパケット破棄
による制御不具合など、実際の運用に近い形でしか発生しな
い不具合の面でも大きな進展が得られた。まだ一部課題が残
されており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、将来計画に対する項目であるが、8 Gbpsの超広帯域
システムの構築をVERA4局に展開し帯域の拡大によるVLBI
性能向上に関する開発研究を行った。この結果、8倍もの帯
域の拡大、現行のデジタルフィルタのロスを受けないこと
などにより、総合的に感度が約3倍も向上することを示した。
そしてこれまで観測できなかった微弱な参照電波源を位相補
償観測に用いることが可能となり、任意のメーザー電波源に
対して、確率的には参照電波源が少なくとも1天体は存在す
ることを示した。
　その他超高速AD変換装置の開発では、試験機1台を水沢
20 m、10 mアンテナに搭載し、20 mアンテナの22 GHz帯の
信号を周波数変換せずに直接ADし、10 mアンテナのベース
バンドのAD変換した信号と相関処理を行い、無事フリンジ
を得ることができた。この試験では、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記録
PCを用いており、ソフトウェア記録の実運用における有効
性も示すことができた。
　また、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ファ
システムはシステム構築を完了し、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、三鷹局のFX相関器と同等の相
関処理結果が得られるようになるなどKJJVC全体の進展に
大きく貢献できた。
　

（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SINET3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
り通信プロトコル変更もありすべての観測局で対応が必要と
なった。前年までに山口大学、岐阜大学、国土地理院の移行
が終わっていたが、2012年度はその他の局の対応を行った。
　北海道大学苫小牧11 m電波望遠鏡はOCTAVIAでなく、北
海道大学所有のK5PCの整備と、ローカルアクセス回線の修
正を行い、データ伝送試験により、光結合観測が可能になっ
たことを示した。
　鹿島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、JGN-X回線とSINET4回線を大手町
で相互接続する方法を模索した。その結果、進められること
が関係機関の了解を得られ、現在必要な整備を進めている。
　茨城局、鹿島局の接続では震災の影響が残っていたが、茨城
局では一時的な広帯域観測装置として広帯域DISK記録装置
をインストールしてフリンジ試験を実施し、準リアルタイム
観測と輸送を組み合わせた観測が可能となったことを示した。
　臼田局はこれまでに整備した広帯域X帯観測装置を用いて、
大学連携VLBI観測が定常的に実施された。特に非熱的放射
を行う星のサーベイ観測などはVERAとX帯での観測を行う
など光結合とVERAとを融合させた新たなアレイの発展を示
した。

（3）大学連携VLBI観測
　2012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電波望遠鏡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電波望
遠鏡を用いた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た。2012年度になって、茨城局の
第一次復旧作業を実施して試験運用を開始し、2012年度末に
第二次復旧工事を実施し完全復旧した。
　メタノールメーザーの観測は、VERA観測局も参加して
2008年度から継続して実施している。大質量星形成領域
Cep-Aの観測で、回転しながら降着するガスの動きを捉える
ことに成功した。また、中国上海局も含めたサーベイ観測で
36天体の検出に成功するなどの成果を挙げ学術雑誌に公表
した。ブレーザーPKS1510-089のモニター観測結果（短周期
強度変動）や、MKN-421のフレア直後のVLBI観測結果も論
文として出版されている。
　観測装置の広帯域化も進められ、山口局、茨城局に広帯域
ディスク記録装置が導入されたほか、新しい給電装置を設計
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するツールが大阪府立大学に導入された。また、山口32 m鏡
の駆動装置が山口大学の予算でリニューアルされた。岐阜大
学11 m鏡の受信機冷凍装置も保守により整備された。
　大学連携VLBI観測網を共同利用する方針について2週間
に1回開催されている運用連絡会議で議論し、年100時間程度
の観測時間を年1回公募する方向で検討を進めることにした。

（4）日韓・東アジアVLBI観測
　韓国KVNの整備に協力する一方で、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（KJVC）の定常化
に協力した。KJVCはソウル延世大学で立ち上げ作業を実施
した後、2012年10月に韓国天文研究院（Daejon市）の東アジ
アVLBI研究センターに移設し、定常処理業務を開始した。
　韓国KVNと日本VERAとが連携した結合アレイによる科
学的な試験観測が進められ、そのデータ処理にも成功してい
る。日韓の研究者によって4つの科学分野（星形成領域、晩
期型星、活動的銀河中心核、位置天文）の検討ワーキンググ
ループが結成され、月数回の検討会議を定期的に実施するほ
か、結合アレイの運営に関する定期的な全体連絡会を開催し
た。これらの検討ワーキンググループで提案された科学評価
試験観測が実施され、日韓双方のVLBI観測網を結合するこ
とにより、撮像能力や感度が格段に向上することが示された。
特にメーザースポットの観測では、検出可能なスポットの数
が2倍以上になったことも報告されている。また、AGNの観
測では中心核から放出されるジェットの微細構造が撮像可能
であることも示された。2013年1月には日韓科学検討会議が
韓国ソウル大学で開催され、科学評価試験観測の結果が議論
された。特に43 GHz帯のメタノールメーザーの観測結果が
注目された。
　ソウルの日韓共同開発相関局の運営に関しては、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。2012年度は、
2012年4月、7月、11月、2013年1月に開催された。相関器運
営会議では四半期ごとの運用実績や、日韓での運用経費の配
分を議論している。
　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
が進められている。また、1年に1回程度の頻度で東アジア
VLBI観測ワークショップが開催されている。2012年度は5
月に台湾で開催され、2013年度は韓国済州島にて6月に開催
される予定となっている。

（5）石垣島天文台
　共同研究（東工大、岡山観測所）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、Astrophys. J. 誌（757巻2号 , 176, 2012）などで国際的にも
注目される成果を発表している。コプフ彗星（22P/Kopff）の
観測では、ネックライン構造やジェット構造を解明し、PASJ
誌（日本天文学会 , 64巻 , 134, 2012）で、その結果を発表した。
そのほか、大学間連携観測などと連携し、GRBや超新星、小

惑星、彗星など突発天体観測では、迅速に対応し、増光減光
を捉え物理的な解明に重要な寄与をしている。
　琉球大学との連携授業は4年目を迎え、大学での座学、石
垣島での観測実習も競争率2倍以上と高人気が続いており、
天文学を学べる大学への発展も検討されている。地元高校生
を対象にした研究体験「美ら星研究体験隊」も引き続き成果
を出している。小中学校の天体観測や講演会、高校生の職場
実習、社会福祉関連団体の研修会協力なども行われ、地域の
学校教育、生涯教育などに貢献している。さらに、企業経営
者団体、旅行、ホテル業界の研修にも協力し、地域振興など
にも寄与している。

（6）惑星VLBI探査
　かぐや（SELENE）では、2つの小衛星のドップラ観測
と測距に加えて、相対VLBI観測を行うことによって、月
の裏側と縁辺域の重力場が向上することが明らかになった
（Goossens et al. 2011）。
　次期月探査（SELENE-2）では、月面着陸機と月周回衛星
の相対VLBI観測を行い、周回衛星の軌道変化から求まる月
の重力場と潮汐による変形を通して月深部の状態を探ること
を計画している。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用電波源を搭載するので、そのための基
礎開発、とくに月面用の電波源とアンテナの低温対策を行っ
た。また、SELENE-2では、月面電波源を基準として、もう一
方の周回衛星の軌道を高精度に決定する必要があるので、2
ビームにより同時に両方の電波源を追跡し、大気や電離層の
影響を除去する手法を開発中である。2012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っている。

3. 共同利用・共同研究

（1）共同利用
　2012年度共同利用では昨年度と同様に22 GHz帯、43 GHz
帯および6.7 GHz帯で公募を行い、7件423時間の観測提案が
よせられた。海外からの提案は4件177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、6
件359時間が採択された。2013年1月より観測が実施されて
いる。
　

（2）大学連携
　大学連携観測にともない、北海道大学・筑波大学・岐阜大
学・山口大学・鹿児島大学・茨城大学・大阪府立大学・国土
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地理院・情報通信研究機構と共同研究協定を結び、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。

（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。2012年度は、2011年度に引き続き運
用フェースに移行するために実際の観測データを使用した相
関処理試験が行われ、相関器から出力される相関データの評
価が共同で行われている。また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
アの改良が行われた。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
レイの性能比較等も行われている。
　VERAとKVNの結合アレイの科学目標を検討するワーキ
ンググループを設置し検討を進めており、第3回合同サイエ
ンスワークショップが2012年7月に岩手県奥州市の奥州宇宙
遊学館で、第4回が2013年1月に韓国ソウル大学で開催され
た。これらの合同サイエンスワークショップでは、VERAと
KVNの結合アレイによるVLBI観測成果や観測提案が活発に
なされ、結合アレイの能力を十分に発揮する観測計画を構築
すべく議論がなされた。

（4）共同研究
　国土地理院との共同研究協定にもとづき、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もとづき、
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、ま
たナビゲーションデータ利用の不特定多数の者に、広く貢献
している。
　ノルウェー地図局およびオーストラリア国立大学地球科学
学部との共同研究協定の期間が終了したが、Mt. Stromlo 観測
所における超伝導重力計の観測のデータ交換を継続している。
これらのデータを用いて地球力学研究を進めている。東京大
学地震研究所との研究協定にもとづき、江刺地球潮汐観測施
設のひずみ計等のデータを、東北大学を経由して関連研究機
関にリアルタイムで配信している。地震発生にともなう地殻
変動の研究等にデータが利用されており、広い意味での施設
の共同利用にあたる。
　江刺地球潮汐観測施設の重力基準点において、東北地方太
平洋沖地震発生後の重力変化を検出するために、東京大学地
震研究所により、重力絶対測定、および相対測定が実施された。

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1,000名の参加者があった。
　8月11日　水沢地区特別公開「いわて銀河フェスタ2012」
が開催され、約2,200名の見学者が訪れた。
　8月 11日　VERA入来局特別公開が「八重山高原星物語
2012」と共同で開催され、約3,500名の見学者が訪れた。
　8月 18日～ 26日　「南の島の星まつり 2012」（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
ウン星空観望会はこれまでにない星空に恵まれ約8,000名が
集まったのを始め、石垣島天文台の天体観望会も好天に恵ま
れ582名が参加し、VERAの特別公開は563名の参加があり、
星まつり全体では、約9,800名の参加者があった。
　8月25日　VERA公開ブースが設けられた野辺山地区特別
公開が開催され、3,308名の見学者が訪れた。
　2013年2月11日　VERA小笠原局特別公開「スターアイラ
ンド2012」が開催され、244名の参加者があった。「4D2U」
を使用した四次元デジタル宇宙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となった。

（2）高校生体験研究
　8月7日～9日　岩手県の高校生を対象にした「第6回Z星
研究調査隊」を開催した。本年度も被災地を含む県内の高校
生を招待し、合計7名が参加した。幸いなことに一つの班で
水メーザー電波を検出することできた。
　8月15日～17日　沖縄県の高校生を対象にした「美ら星研
究体験隊」がVERA石垣島観測局と石垣島天文台で開催され、
21名が参加した。VERA石垣観測局では水メーザー天体の探
査観測を行い、むりかぶし望遠鏡では太陽系外惑星の観測や
データ解析処理の学習を行った。
　2009年から始まった琉球大学と国立天文台の連携授業が
今年も開催され、琉球大での座学が8月13日～16日、石垣島
での観測実習が9月3日～6日に開催され、28名が参加した。
VERA局では、ホーン型電波望遠鏡を手作りし天の川からの
電波観測を体験した。また、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。石垣島では、沖縄県のジョブシャドウ企画に協力し、地
元の中学校での天文講演や職場体験などを行った。また、地
元高校生のインターンシップを受け入れた。

5. 保時室業務

　保時室は4台のセシウム原子時計で運用している。耐震改
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修工事時に観測機器棟内へ第二保時室運用系を構築し、その
後バックアップシステムとして運用していたが、三鷹理論研
究部のスーパーコンピュータの移転にともない、本館地下原
子時計室および原子時計管理室へ移設して一体化した保時運
用システムを構築した。前年度故障修理のためデータ取得が
中断した国際時刻比較用英国製GPS時刻比較受信機は、故障
時にもデータ取得が途切れることがないように予備機を用意
した。継続的な時系の管理・運用により、協定世界時決定に
貢献した。ネットワーク上への中央標準時現示サービスであ
るNTPは前年に引き続き1日当たり90万回を超えるアクセ
ス数に達している。
　BIPM（国際度量衡局・フランス）で3年に一度開催される
CCTF（国際原子時寄与機関会議）で国立天文台天文保時室の
新しい保時運用系など現状を報告した。

6. 教育実績

　大学院教育については、東京大学3名、総研大3名の学生の
教育を行った。さらに、受託大学院生として岐阜大学からの
2名の学生の修士論文指導を行った。また、総研大サマース
チューデントとして神戸大学から学部2年生を受け入れ、月
電波に関する研究指導を行った。

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。2012年度は4月、9月、
11月、2013年2月の4回開催し、VERA共同利用の基本方針
やKVNとの連携観測、RISEとの研究協力、および日本にお
けるVLBI研究全体の方針などを議論して電波専門委員会に
報告した。

8. VERAプロジェクト10周年記念式典

　2012年は、VERAプロジェクトが本格的な観測を開始して
10周年となることから、10月5日に奥州市市民文化会館（Z
ホール）で記念式典を開催し、あわせて天の川銀河の最新の
研究成果を発表した。式典には、文部科学省、自然科学研究
機構、歴代台長、大学関係者など約200名が参列した。また、
10年間の研究成果をまとめた記念誌が作製された。
　式典終了後には、VERA観測局所在地の自治体首長による
「VERAサミット」や祝賀会も行われ、盛大な式典となった。

1. 45 m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第31期共同利用観測は、2013年1月7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39件）、
一般後期は国外4件を含む12件（応募20件）、ショートプロ
グラムは国外1件を含む9件（応募15件）、教育支援枠は前期
と後期をあわせて1件（応募3件）、であった。
　悪天候で本来の観測ができない場合に実行されるバック
アッププログラムは、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。

（2）装置改修・開発
　昨年度に引き続き、各種装置の保守整備、新観測システム
の開発および安定化を進めた。
◦アンテナの副鏡にトラブルが発生したため部品交換を行
い、取り急ぎ運用に支障がない状態となった。
　新観測システムでは、今年度は以下のような進捗があっ
た。
◦2ビーム受信機TZの改良を行い、メインビームであるビー
ム1を共同利用に公開した。100 GHz帯の主要な受信機とし

て、多くの観測で使われている。
◦新マルチビーム受信機FORESTを搭載して、試験および改
良を行っている。
◦AD変換器および分光器SAM45における安定性を向上さ
せた。
◦新受信機に関連するソフトウエアの改良・追加などを行っ
た。
◦三鷹からのリモート観測を、限定的ながら共同利用に公開
した。

（3）研究成果
　45 m鏡レガシープロジェクトとして、（a）星形成プロジェ
クト、および（b）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）星形成レガシープロジェクトでは、T100受信機を用い
て近傍星形成領域Aquila Riftと原始星コアの多輝線観測を行
い、Aquila Riftでは星団形成領域Serpens Southを観測し、SiO
で強い原始星アウトフローを発見した。SMAとの比較から
このアウトフローの駆動天体が edge-onであることが示唆さ
れた。原始星コアの観測では、星周ガスの回転運動をC18O

2.　野辺山宇宙電波観測所
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により検出した。また、他のラインに比べ、H13CO+ (1–0)が
原始星周辺の高密度ガス分布をトレースするのに最適なライ
ンであることがわかった。

（b）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、赤方偏移が
未同定の4天体に対してblind redshift searchを行っている。
どの天体も強い重力レンズ効果を受けていると考えられてお
り、CO輝線の検出が期待できる。

2. 干渉計F号機

　F号機では太陽系の惑星大気監視プロジェクト（科研費：
前澤代表）を推進し、観測した金星、火星の一酸化炭素の解
析・論文化を進めている。2012年度は、老朽化の進む従来
のCOSMOS制御系のSolaris計算機群を3台に集約しシステ
ムを簡素化した。さらにLINUX計算機を導入しPython言語
により望遠鏡制御・観測できるようにし、大阪府立大学か
らの遠隔観測試験にも成功した。これにともない、惑星の
視直径が大きな時期はOTF観測なども可能となった。また
200 GHz帯の受信機系の立ち上げ・改良を行い、遠隔からの
100 GHz/200 GHzの IF系の切り替え観測を行えるように開発
中である。これにより複数準位の分子スペクトル線の観測が
可能になり、惑星大気の微量分子ガスの混合比の変動や高度
分布などの物理量を、より高確度に導出することが可能とな
る。一方で今季の晩秋のF号機運用開始時に、SDユニットや
ACユニット／ギア部の動作不具合が発生した。前者は多摩
川精機の協力を得て老朽化した電源系や400 Hz基準信号の
ボードを改修した。一方、後者については三菱と修復に関わ
る調査・議論を始めた。

3. ASTE搭載多色ミリ波サブミリ波カメラの開発

　サブミリ波銀河の赤方偏移の推定や、スニヤエフ・ゼル
ドビッチ効果を用いた銀河団の高温プラズマの内部構造の
研究、星形成領域におけるダストの物理量（温度や指数）、
また、ガンマ線バーストのサブミリ波初期残光のスペクトル
指数に制限をつける上で、ミリ波サブミリ波帯の複数の波長
における同時撮像は極めて重要である。そこで、単色（波
長1.1 mm）での連続波カメラAzTECによる大規模な掃天観
測の成功を発展させるべく、波長1.1 mm、0.87 mm、および
0.46 mm帯での観測を実現するミリ波サブミリ波カメラの開
発を進めている。センサーとしては、近年大規模アレイの技
術的な成熟度が急速に高まったTES型ボロメータ（超伝導

遷移端における、フォトン入射に対する急峻な抵抗値の変
化を読みだす超伝導熱検出器）を採用し、その出力を周波
数分割方式により多重化してSQUID（超伝導量子干渉計）
で読み出す方式ものである。複数の波長での同時観測は、
ミリ波サブミリ波帯のダイクロイック素子を用いている。
まず1.1 mmおよび0.87 mm帯の2色同時撮像を実現する合計
450画素のカメラ開発を進めており、全コンポーネントをす
べて組み上げての総合性能評価と調整を行い、チリ現地へ輸
送してASTE望遠鏡に搭載するための準備を整えてきたが、
平成24年の5月から6月にかけASTE望遠鏡への搭載が実現
した。ASTEの受信機室を埋めるASTE最大のシステムであ
り、受信機室内に運び入れるのは言うに及ばず、ASTE受信
機室内のネットワークや劣悪な電磁ノイズ環境の再整備など
のすべてを少人数でこなさざるをえなかったにもかかわら
ず、天体信号を使った2バンドでのファーストライトの取得
に成功した。一方で、輸送時のトラブルや過酷な環境化での
冷凍機類の動作などの想定外の苦労があったほか、光学系で
の効率が設計値と食い違っている可能性があるなど、解決す
べき課題も多々見出された。課題は残るが、カメラとしての
制御からデータ取得・解析系まで、すべて検証してファー
ストライトを得ることができたのは非常に大きな前進であ
る。ASTEインフラ系の問題のため、これ以上の試験観測が
できなかったため、実験室での光学系の詳しい調査を進めつ
つ、平成25年度での観測運用に向けた準備を進めることと
なった（Takekoshi et al. 2012, IEEE Trans. THz Sci. Tech., vol. 
2, 54; Oshima et al. 2013, IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 23, 
2101004, Hirota et al. 2013, IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 23, 
2101305）。

4. その他

（1）野辺山地区の広報活動

1）野辺山地区の広報活動
　当観測所では1982年の開所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59,383人の見学者があった
（特別公開参加者を含む）。また、職員による施設見学案内は

13件、講演依頼が5件、撮影・取材依頼が合計18件あった。
さらに、今年度は職場体験学習として、6月から10月の期間
に地元の中学校を中心に計6校、18人の生徒を受け入れ、職
員の指導のもと観測所の業務を体験してもらった。また、今
年度も45 m電波望遠鏡を用いた「電波天文観測実習」を7月
30日～8月3日に実施し、12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、ホ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見学室
にて常時放映している。また、ウェブを通した広報として
は、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
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イトを運用している。

2）野辺山宇宙電波観測所の30周年記念事業
　2012年に開所から30周年を迎えるにあたり、9月26日に
30周年記念式典、記念講演会、および祝賀会を山梨県北杜市
にて挙行し、約160名の参加があった。さらに、30周年記念
誌とともに、30年のあゆみをまとめた動画を制作した。
　また、12月 3日から 8日まで、国際シンポジウム "New 
Trends in Radio Astronomy in the ALMA Era: The 30th Anniversary 
of Nobeyama Radio Observatory"を箱根にて開催した。

（2）NRO研究会ワークショップ
◦2012年7月25日–26日
第30回 NROユーザーズミーティング（代表：伊王野大介）
◦2012年8月1日–4日

2012年度第42回天文・天体物理若手夏の学校（代表：八隅
真人）

◦2012年9月6日–8日
天の川銀河研究会 2012：広域サーベイとそれに基づく最新
の描像（代表：半田利弘）
◦2012年12月10日–12日

Star Formation 2012（代表：中村文隆）
◦2013年3月29日
野辺山レガシープロジェクトミニワークショップ（代表：
樋口あや）

（3）非常勤研究員の異動等
◦研究員
島尻芳人：Le Centre CEA de Saclay, サクレー原子力庁セン
ター
新永浩子：国立天文台チリ観測所　特任准教授
◦研究支援員
米津朋尚
Max Curran

1. 電波ヘリオグラフ、強度偏波計による太陽観測と太
陽活動状況

　1992年から既に21年継続運用している電波ヘリオグラフ
であるが故障も少なく、最近の調査では過去10年間の稼働率
は99 %を超えており、高品質の安定したデータを共同利用に
供している。強度偏波計も長期にわたるよく較正されたデー
タを提供している。2013年が第24太陽活動周期の極大期と
予想されているが、今までの極大期に比較して非常に低い活
動度であり、大型黒点や大型フレアの出現が少ない。

2. 広報活動

　5月22日の朝には金環日食、6月6日には金星の太陽面通過
と、立て続けに太陽に関連するイベントが発生し、観測所で
もそれに対応して広報活動を行った。大きく欠けた太陽画像
でも合成できるように改造したソフトウェアを準備し、金環
日食の際に準リアルタイムで画像を配信した。早朝だったの
で一般の見学者には開放できなかったが、テレビ局のカメラ
が観測室に入って撮影し、昼や夕方のニュースで放映された。
　電波ヘリオグラフの20年分のデータを用いた電波蝶形図
と米国の磁場観測データ等を較べて、太陽活動が減衰しつつ
あることを示した論文を発表し、それにあわせて5月31日に
記者会見を行った。9つの新聞社や通信社の記者が出席し、
後日新聞各紙に掲載された。太陽活動の低下については社会
的関心がたいへん高い。また、秋の天文学会では、この電波

蝶形図と名古屋大学太陽地球環境研究所で観測した太陽風蝶
形図を比較して太陽と惑星間空間の関係を議論した論文が記
者会見のテーマとして取り上げられ、学会にあわせて記者発
表を行った。

3. 国際シンポジウム開催

　今年度野辺山太陽電波観測所にとって最大の事業は、国際
シンポジウムを開催したことである。名古屋大学シンポジオ
ンホールにおいて、11月20日～23日の4日間、「電波観測に
よる太陽物理学研究－電波ヘリオグラフ20年と今後－」と題
して、電波ヘリオグラフの20年間の成果をまとめるととも
に、今後について議論した。参加者は国外10ヵ国より32名、
国内31名で、レビュー講演14件、研究成果の口頭発表が19
件、ポスター発表が27件あった。セッションは、S1：太陽
フレアにおける粒子加速と振動現象、S2：プロミネンス噴出
と惑星間空間擾乱、S3：静かな太陽・活動領域・グローバル
な太陽活動、S4：現在および次世代の太陽観測装置、S5：太
陽電波の将来と電波ヘリオグラフの将来、の5つであり、野
辺山電波ヘリオグラフのデータが太陽物理学の広い分野で利
用されていることを示す。なおここで発表された研究成果は
PASJの特集号として、またレビュー等は研究会集録として
出版することとした。

3.　野辺山太陽電波観測所
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4. 電波ヘリオグラフの運用継続について

　現在進行中の太陽活動の低下傾向と、それに伴う惑星間空
間や地球上層大気への影響が具体的となってきたため、太陽
の長期観測データが見直されている。野辺山電波強度偏波計
からのデータは、名古屋大学空電研究所での観測をあわせる
と最長61年となり、較正法が確立しているので、非常に貴重
なデータとなっている。また、電波ヘリオグラフは20年間装
置の性能を維持し、画像データの品質を保ち、安定したデー
タ較正がなされている。特に太陽の極域の増光が極域活動の
指標として非常に重要であることが認識されてから、世界中
の研究者から運用継続の要望が強くなってきた。
　世界中の研究者からの要望に基づき、国際学術組織である
太陽地球系物理学科学委員会（SCOSTEP）、国際天文連合第
二分科会（IAU、Div II）、さらに欧州物理学会太陽物理分科会
（ESPD）のそれぞれの委員長から自然科学研究機構長および
国立天文台長宛てに2015年度以降の電波ヘリオグラフの運
用継続の要望書が提出されている。上記国際シンポジウムの
S5「太陽電波の将来と電波ヘリオグラフの将来」において、
パネルディスカッション形式で議論され、「野辺山電波ヘリ
オグラフを2015年度以降も延長して運用するため、名古屋大
学が中心となり、国立天文台が協力するとともに外国からの
パートナーを加えて実現するよう」提言がなされた。
　国内では、現在行われている学術会議天文宇宙物理分科会
での各分野の将来計画の議論において、太陽分野から提案さ
れている大学間連携による「次世代太陽圏環境変動観測ネッ
トワーク計画」の一部として実現すべく検討中である。

5. 共同利用とコンソーシアム活動

　観測されたデータはすべて公開しており、世界中の研究者
が研究に用いたり、教育・広報普及活動に利用したりしてい
る。また国内では大学のユーザーによるコンソーシアムが共
同利用を推進している。国内の太陽関連機関と合同で、太陽
研究シンポジウム「活動極大期の太陽研究、そして新たな太
陽研究への布石」（2月20日～22日、立教大学）を開催し、
事業報告を行うとともに研究成果が発表された。
　国外からは、ロシア電波物理学研究所大学院博士課程2
名（S. Kuznetsov, A. Morgachev）が1ヵ月、またブラジルの
INPE/DASの大学院博士課程1名（T. S. N. Pinto）が計6ヵ月
滞在して博士論文の研究を行った。それ以外に数名の来所者
があった。
　三鷹の天文データセンターの計算機システム更新に際し、
野辺山太陽電波観測所のデータを三鷹で解析できるように
なった。

6. その他

　信州大学の研究インターンシッププログラムとして、1週
間5名の学部生を受け入れ、研究体験をさせた。高校では、
柏陽高校（神奈川）と駒ヶ根工業高校（長野）のSPPプログ
ラムに参加し、講義や実習を行った。
　職員としては、新たに研究員として岩井一正が加わった。
また、6月末にて研究員のV. Reznikovaが任期満了で退職した。

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。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。黒点やフレア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。

（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。2012月1月－12月では258日の観測を行っ
た。
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　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の充実を図っている。フレア望
遠鏡では高解像度Hα太陽全面像取得を行っており、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。これにより、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。また同じフレア望遠鏡にて連続光と
G-bandの定常撮像観測も開始した。
　以上のような定常観測データは、リアルタイム画像も含め、
太陽観測所ウェブページで公開している。
　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ほか実験にも供することがで
きるよう整備を行っている。

（3）その他
　2012年11月にはオーストラリアを含む南半球で皆既日食
があり、白色光コロナの測光を目的とした観測を行った。

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3.8 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、100年近く
前からの連続光像・Ca II K線像・Hα像の、フィルム、乾板、
スケッチによる記録の蓄積があるので、これらをデジタル化
し、整理の終わったものから公開を進めてきた。世界的に見
てもかなり古い時代からの太陽活動の記録として、研究に資
することが期待される。なお、この太陽を長期にわたって継
続観測しそのデータを公開してきた功績が評価され、平成24
年度国立天文台長賞が「太陽観測所・太陽の長期継続観測と
データベース作成チーム」に授与されることとなり、2013年
2月28日にその授与式が行われた。
　ウェブでのデータ公開は従来太陽観測所が所有するサー
バーで行ってきたが、天文データセンターの事業でデータ
サーバーの一元管理が行われるようになり、太陽観測所ウェ
ブサーバーもそちらへ移行した。データセンターでは複数個
所に同じデータを置くようになっているため、災害時などの
バックアップとしても機能する。

3. その他の活動、人事異動など

　2012年度は、5月21日の金環日食および6月8日の金星日
面通過が日本の広範囲で見られるということで話題になり、
三鷹キャンパスもその範囲に入っていたので、太陽観測所の
望遠鏡でも撮像を行った（残念ながら天候があまり良くな
く、金星日面通過はほとんど曇りであったが）。撮影画像の
リアルタイムでのインターネット配信も天文情報センターに
より行われた。また前後して取材等の要請も増え、これにも
対応した。
　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、このために中国雲南天文台への移転作業を進めて
いる。本年度は、製作し直した鏡筒部分を含めたコロナグラ
フ全体を乗鞍コロナ観測所に持ち込み、試験観測を行って良
好な結果を得た。さらに中国側のスタッフが来日しての操作
トレーニングを実施し、コロナグラフの中国への輸送準備を
行った。
　例年ユーザーズミーティングを兼ねた研究会を他機関と共
同で開催しているが、本年度は宇宙科学研究所の宇宙放射線
シンポジウムとあわせた太陽研究シンポジウム「活動極大期
の太陽研究、そして新たな太陽研究への布石」として、立教
大学（2013年2月20日～22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
学等との共同研究も行っている。学部学生が太陽関連研究施
設を回る「太陽研究最前線体験ツアー」の受け入れも行っ
た。2004年度以来行っているペルーにおける太陽観測のた
めの支援は、今年度はペルー側が京都大学を訪問した機会に
現状とこれからの展開等について打ち合わせを行っており、
今後も継続の予定である。
　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上述の金環日食が話題になったこ
となどから、2012年度は20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。またサイエンス 
パートナーシッププログラムでの学習活動も1件受け入れた。
　人事については、専門研究職員に以下のように異動があっ
た。前年度退職した職員に代わり川手朋子が着任したが10
月に京都大学に移り、後任として森田諭が着任した。また、
荒井武彦が任期終了により退職した。
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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。
　188 cm望遠鏡の共同利用観測には年間約210～230夜を割
り当て、機器の維持・運用、観測者への各種支援（観測支援、
旅費・宿泊・生活支援など）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
らの装置持ち込みの支援などの運用を行っている。
　大学等との共同としては、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、50 cm望遠鏡、91 cm望遠
鏡が参加している。また、系外惑星系探索を中心に中国、韓
国、トルコ、ロシアの研究者と共同研究を進めている。加え
て、要請に応じ海外の天文台へ技術協力を随時行うなど、国
際協力にも取り組んでいる。
　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、銀河面にある赤外変光天
体を総ざらい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）、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進めている。
　2013年3月時点での人員構成は、常勤職員6名（内訳：准
教授2、助教1、主任研究技師2、研究技師1、事務係長1（併
任））、契約職員12名（内訳：特定契約職員2、研究員2、研究
支援員3、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
　2012年は、前期（1月から6月）に122夜、後期（7月から12
月）に109夜をそれぞれ共同利用に割り付け、観測提案を公
募した。観測提案書は岡山プログラム小委員会で審査され、
前後期あわせ、のべ、プロジェクト観測2件、一般観測19件
が採択された。共同利用観測は概ね円滑に遂行された。

（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、
事故やヒヤリハット事象は皆無であった。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加者には、必要に応じ国立天文台の内
規に沿った安全衛生講習を行った。188 cm望遠鏡ドームに
ついては、4年に1度実施しているスリットワイヤーロープ
交換を9月に行った。ほかにスリットガイドレールの補修（6
月）、外装パネル損傷部の補修、ガラリ部の雨漏り対策、電源
線・アース線の更新、各部の日常点検などを行い、施設の維
持管理に努めた。

（3）会議
　プログラム小委員会を6月7日と2月27日に開催し、2012
年後期と2013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7日、8日に国立天文台三鷹キャン
パスにて、岡山ユーザーズミーティング（第23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。特に、前年度開始の
科学研究費補助金により今年度188 cm望遠鏡の改修を進め
るにあたり、2013年前期の共同利用観測を大幅に縮小するな
どの影響を説明し、ユーザーの理解を得ることに努めた。こ
のほか、京都大学の新技術望遠鏡計画、東広島天文台をはじ
めとする他の光赤外観測施設等の運用、中小望遠鏡の連携な
どについて議論を行った。

（4）観測・研究の成果
　2012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・後期あわせて
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、高分散分光観測による恒星元素組成解析、そし
て近年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、査
読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年の試験観測以降、従来に比べ約1等級の効率向上
とクーデ光路に比べ遜色ない視線速度の測定精度（約2 m/s）
を確認し、2013年2月には査読装置論文を出版した。2011年
のシェアードリスク条件下を経て、2012年1月からは通常の
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共同利用にこのファイバーリンクを公開しており、順調に利
用が伸びている。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、2012年4月と12月に試験観測を
実施した。その予備的な結果は、従来に比べ1等級を大幅に
凌ぐ効率の改善を示唆している。

（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、2011年後期の共同利用観測からプロジェクト
観測へも公開を始めた。ISLEは近赤外線分光機能を提供す
る東アジアで唯一の共同利用装置であり、世界最高レベルの
低雑音読み出し機能（10電子以下）と相俟って特徴ある分光
装置となっている。また、ISLEが達成した高い相対測光性能
（1ミリ等級）により、系外惑星トランジット観測の需要が大
幅に伸びた。2012年度には相対測光精度をより高めるため、
従来のオートガイド機能に加え、取得天体画像をリアルタイ
ム解析しオフセット補正を加えるハイブリッド型自動追尾を
実現し、測光精度を20 %改善した。

（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安定した
運用を行っている。2009年度に懸案であったCCDの線形応
答性を改善し、特に撮像観測や明るい天体の分光観測におけ
る制約を緩和した。ソフトウェアの改良により非恒星時運動
天体の観測に対応しており、太陽系天体の長時間積分観測も
可能である。2012年の共同利用観測では、数年間のモニター
を行う目的などで新規の観測申込が大幅に増えた。

3. 大学等との共同研究

（1）ガンマ線バースト光学追跡計画
　東京工業大学河合研究室と共同でガンマ線バーストの光学
追跡観測を進めている。2012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、25個のガ
ンマ線バーストを観測し、そのうち4個の光学残光の検出に
成功した。観測結果を15編のGCNサーキュラーとして公表
した。また、激変星、ミラ型変光星のモニターや太陽系外惑
星トランジット観測を並行して行った。SU UMa型矮新星の
多色測光観測から査読論文が出版された。

（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。2012年度には主鏡制御系の開発実験
を京都大学と一部共同で行い、アクチュエータなどの制御機
構が要求仕様を満たすことを確認した。これを含め、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継続
した。特に2012年度には、韓国との協力により惑星候補を一
つ発見し、査読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年度に始まった本事業は、2012年度に新たに2大学を
加え国内9大学と国立天文台となり、ネットワークが強化さ
れた。岡山天体物理観測所は188 cm望遠鏡、50 cm望遠鏡、
91 cm望遠鏡で同事業に貢献しつつ、国際連携室と協力して
同事業の推進を積極的に牽引した。本年度はToO観測にプ
ロポーザル制を導入し、増光初期から多色観測に成功した
スーパーチャンドラセカール超新星候補天体やブレーザー
天体など5天体、事業全体として総夜数69夜の観測を実現し
た。また、連携観測の体制整備と具体的観測実施について主
導的役割を果たした。50 m望遠鏡を含むこの連携ネットワー
クの一部を利用した査読論文が受理された。

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望遠鏡を1度四方の超広視野をもつ赤外線望遠鏡に
改造し、遠方GRBや重力波源の赤外線対応天体を同定し、
一方で、銀河面の変光星を網羅的に探査する計画を進めてい
る。前年度の試験観測で得た銀河面のKバンド画像をDIA法
で解析し新変光天体の検出に成功し、当初目標の達成見通し
を得た。視野全域で良像を得る目的で精密光軸測定を実施
し、光学設計から来る光軸調整の公差内に、実際に調整可能
なことを確認した。研究環境整備費によるドーム建物外壁の
塗装を行い、そのほかに、旋回半球部とその駆動系の修理も
行った。

（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
望遠鏡とドームを改修し、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
を進めている。本年度は188 cm望遠鏡の駆動系と制御系の
更新を第四半期に行い、要求仕様を満たす駆動制御性能が実
現された。並行してドーム制御系も3月に更新し、駆動制御
の信頼性を高めた。

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
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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、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24年度は、前年度に発生した可視光用主焦点ユニット
からの冷却液漏れにより影響を受けた望遠鏡周辺機器、およ
び一部の観測装置の復旧を終え、既存の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、戦略枠プロジェクト
として、平成21年度に開始した高コントラストコロナグラフ
装置（HiCIAO）を用いたSEEDS、および平成23年度から開始
したファイバー多天体分光器（FMOS）によるFastSoundの2
つを引き続き行った。新規共同利用装置としては、超広視野
主焦点カメラHyper Suprime-Cam（HSC）をすばる望遠鏡と組
み合わせ、初試験観測を行った。HSCについては現在、平成
25年度内の共同利用開始に向けて、準備が進められている。
　平成24年度にかかわる共同利用は、平成24年2月1日開始
となるS12A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S12B期の6ヵ月、および平成23年2月1日開始と
なるS13A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、S12A期とS12B期に限って報告する。

1. ハワイ観測所スタッフ

　平成24年度末の時点で、ハワイ観測所プロジェクトには、
これを本務とする研究教育職員18名（うち三鷹勤務4名）、技
術職員5名、事務職員3名、専門研究職員4名（三鷹勤務）、
研究員7名（三鷹勤務）、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）が所属している。
　また、ハワイ大学研究公社（RCUH）から現地雇用職員が
68名派遣されており、内訳は、支援科学者、ソフトウェアや
観測装置などを担当するエンジニアや、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、司書、事
務職員、科研費雇用による研究者、大学院生である。これら
の職員が力を合わせ、望遠鏡、観測装置および観測施設の運
用や、共同利用観測の遂行、開発・研究、広報ならびに教育
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24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）初期宇宙の研究では、すばる望遠鏡の広視野可視光カメ
ラSuprime-Camを用いた観測によって、宇宙誕生後7.5億年
の時代（現在から129.1億年前）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 = 7.215）。また127.2億年の
宇宙（z = 6）に、これまでで最も遠い原始銀河団を発見した。
（2）銀河進化最盛期の研究では、すばる望遠鏡の新しい装置
であるFMOSを用いて、今から90億年前後（z ~ 1.4）の宇宙に
ある星形成銀河の世界最大（約300個）の系統的な近赤外分光
観測が行われ、銀河の質量と重元素量との関係の時間進化、
すなわち銀河の化学進化の実態が明らかになった。また広視
野近赤外線カメラMOIRCSとそれに装着した狭帯域フィル
ターによる撮像観測によって、星形成銀河が強く群れあい、
急成長していると考えられる原始銀河団を複数発見した。
（3）超新星の研究では、すばる望遠鏡のFOCASを用いた偏光
観測によって、大質量星の一生の最期に起こる超新星爆発が
でこぼこした3次元構造をもっていることを明らかにし、長
年の謎である爆発のメカニズムを解明する糸口となった。
（4）原始惑星系円盤の観測では、すばる望遠鏡に搭載された
最新鋭の観測装置HiCIAOを用いた観測により、原始惑星系
円盤の構造を世界で最も鮮明かつ詳細に撮影することに成功
し、円盤内に小さな渦巻き状の構造が存在している例や、生
まれたばかりの惑星の重力の影響で作られたと考えられる大
きな隙間をもつ例などを発見した。

行っている。2012年度は15,677名の来訪者があった。8月25
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、607名の来
所を得た。188 cm反射望遠鏡ドーム内を会場とした佐藤文
衛 東京工業大学大学院准教授による特別講演会「第二の地球
はあるか－太陽系外惑星探し－」には、約100名の聴講者が
詰めかけた。また、5月26日（土）と10月13日（土）に夜
間の特別観望会を行った。合計1,029名の応募があり抽選で
選ばれた210名の来所があった。6月6日（水）の金星の太陽

面通過をインターネットで生中継し、33,836名の視聴があっ
た。7月7日（土）に岡山市内で「全国同時七夕講演会」参加
講演会を開催し、約90名の参加があった。天文に関する質問
が今年度は約80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5,626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11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
8件に対応した。国立天文台主催の「ふれあい天文学」に講
師1名を派遣した。



080 II   各研究分野の研究成果・活動報告

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（S12A期）、下半期
8月1日－1月31日（S12B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国内外のレフェ
リー評価を参考にして公募課題を審査し採否を決定する。
S12A期48課題（77.5夜）｛応募総数114課題（312夜）｝、S12B
期39課題（63夜）｛応募総数132課題（350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での観測も
実施された。S12A期およびS12B期において（UH時間を除
く）共同利用に採択された上記課題のうち、18件（S12A期12
件、S12B期6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1,363
名に対して、海外632名、採択課題の研究者のべ人数では国
内510名に対して海外253名である。Hyper Suprime-Camの試
験観測の一部がキャンセルされ、また、機器故障により副鏡
交換が実施できなくなった時期が発生したため、プログラム
小委員会が分類したバックアップ課題の再配置に加え、追加
公募も実施した。追加公募には93件、192夜の応募があり、
9件11.5夜の課題を採択した。
　S12A期およびS12B期の共同利用観測者は、のべ 373名
（うち外国人38名）であった。国立天文台三鷹では、観測課
題公募・審査、国内研究者の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。S12A期およびS12B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95.1 %の観測
可能時間割合を達成した。装置トラブルにより約0.8 %、通
信系トラブルにより約0.4 %、望遠鏡トラブルにより約3.7 %
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、S12A期およびS12B期には1夜行われた。また、
サービス観測は19.85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
S12A期9夜、S12B期3.5夜、ケックとはS12A期2夜、S12B
期4夜であった。

4. 望遠鏡のメンテナンスと性能向上

　望遠鏡の主な性能は前年度に引き続き維持されているが、
トップユニット交換装置の故障によりトップユニット交換を
できない期間があった。修理作業には最大限の努力を行って
いる。このほか下記のような作業を行った。

◦昨年度に発生した冷却液漏れにより影響を受けた機器の一
部の修理調整が終わった。残りは、アクセスが可能になる

主鏡の再蒸着の時に行うよう準備を進めている。
◦昨年度から継続して、超広視野主焦点カメラ（HSC）の受
け入れ作業を進めている。観測装置自体の性能評価のほ
か、トップユニットの望遠鏡への搭載、ポインティングアナ
リシスやミラーアナリシスなどの基本的な機能を確認した。
◦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TCSMCUとTCFRCU（PF）を
更新した。両ナスミス焦点のAGSH光学系のシャッターを
オーバーホールした。老朽化によって故障した可視ナスミ
ス焦点のイメージロテータ、メインシャッターの電気系、
チラーを修理した。カセグレン焦点のインストゥルメント
ロテータの回転と干渉してしまったホース類の応急措置を
した。老朽化しているロテータ内部の配線を含めた内部の
配線やホース類の更新は来年度に行う予定である。

　上記のほか、日常的な保守作業を継続している。6月には
「うるう秒」の挿入に対応した。ドームの台車が外れないよ
うに位置を束縛するラテラルガイドローラーを調整した。
 
5. 観測装置の運用と開発
 
　平成24年度は、前年度の冷却液漏れの影響で運用を停止し
ていた主焦点カメラ（Suprime-Cam）および微光天体分光撮
像装置（FOCAS）の修理が完了し、8つの共同利用装置をす
べて運用に供することができた（上記2装置のほかは、高分
散分光器HDS、近赤外線撮像分光装置 IRCS、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、
ファイバー多天体分光器FMOS、レーザーガイド星補償光学
システムAO188/LGSである）。既存装置のアップグレードと
して、HDS用多天体導入ユニットの開発を行った。また、
MOIRCS検出器の高感度化および面分光ユニットの導入に向
けての開発を進めている。
　PIタイプ装置では、高コントラストコロナグラフ撮像装置
（HiCIAO）、および可視光面分光装置（Kyoto3DII）が共同利用
観測に使用された。HiCIAOは昨年度に引き続きすばる戦略
枠観測SEEDSの主力装置として使用され、成果を挙げてい
る。Kyoto3DIIはAO188/LGSと組み合わせた試験が完了し、
可視光での高空間分解能での観測が可能となった。
　そのほか、AO188、HiCIAOと組み合わせ、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る。平成24年度
には準静的なスペックルノイズを抑制する技術を、実際の天
体を使って実証することに成功した。平成25年度以降は超
高次の波面補償を行うユニットの導入を予定している。さら
にAO188、SCExAOと組み合わせて高空間分解能の近赤外線
面分光観測を行う装置（CHARIS）、および高度の波長安定度
を実現する近赤外線分光器（IRD）の設計が進んでおり、そ
れぞれ詳細設計レビューおよび概念設計レビューを行った。
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これらの装置により、今後さらに系外惑星研究が進むものと
期待される。
　次期共同利用装置としては、超広視野主焦点カメラHyper 
Suprime-Cam（HSC）の開発が進んでいる。平成24年度はエ
ンジニアリング・ファーストライトを迎え、所期の星像が得
られることを確認した。平成25年度中の共同利用開始を目
指し、実際の天体を使っての試験観測をさらに進めている。
　HSCに続くハワイ観測所の主力装置として、すばる望遠鏡
主焦点に搭載する超広視野多天体分光器（PFS）の設計を進
めている。昨年度行った概念設計レビューに続き、平成24年
度は詳細設計レビュー（PDR）を行い、次の設計段階に入る
ことが承認された。PFSは予算規模が大きく、かつ複数の国
に跨がる複雑な国際協力プロジェクトであるため、国立天文
台としてプロジェクト管理の観点からレビューすることを平
成25年度に予定している。
　さらに、すばる望遠鏡ではHSC、PFSに続く大きな将来計
画として、地表層補償光学（GLAO）計画を推進している。
この計画では、地表に近い層の大気揺らぎだけを測定し、副
鏡を可変にして補正することで、15分角超の広視野に渡って
星像の改善を得るGLAOシステムと、それに対応する新たな
広視野近赤外線撮像分光装置を開発し、TMTの観測運用が開
始される2020年代におけるすばるの主要装置として運用す
ることを目指している。平成24年度はすばる望遠鏡の次世
代広視野補償光学に関する検討報告書をまとめた。また、す
ばるユーザーズミーティングなどでコミュニティの意見を集
約し、平成25年度に予定されている概念設計レビューに向け
た装置仕様の策定を進めている。

6. 計算機システム、ソフトウェア

　今年度は、平成20年2月から運用を続けてきた第3期計算
機システムを新システムに更新し、平成25年2月より第4期
計算機システムとして稼働を開始した。第4期計算機システ
ムはメールシステムをアウトソーシングする一方、データ解
析の能力向上をめざし、高速のデータ解析サーバを導入し
た。また、観測所内の各種プロジェクトに供することができ
る仮想マシン群を導入した。
　データアーカイブに関しては、ハワイ・三鷹のアーカイブ
担当者と運用支援契約により充実した運用が行われている
が、これまで運用してきたデータアーカイブシステムは運用
開始から既に10年以上を経過している。そのため、これに
代わる新システムを開発し、平成23年度より公開試験運用を
開始した。第4期計算機システムにはこの新システムを搭載
し、運用を開始したところである。マウナケア山頂において
は第4期計算機システムの一部としてコアネットワークの更
新を行った。
　今年度から動き出した観測装置Hyper Suprime-Cam（HSC）
が大量に生成する画像データを高速に処理し、観測者に処理
結果を即座に返すためのHSCオンサイト解析システムを平

成22年度から順次導入している。今年度はHSCのソフトウ
エアチームが解析ソフトウェアのインストールを行い、HSC
の試験観測への準備を進めた。
　三鷹においてはデータアーカイブの運用並びに遠隔観測モ
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も継続的に改良
を行い、Webベースでの投稿システムは順調に稼働している。

7. 大学院・大学教育

　総研大併任でハワイ勤務となっている研究教育職員は2名
増え、9名であった。平成24年度はハワイ観測所として3名
の大学院生の長期滞在を受け入れ、そのうち1名は総研大の
院生であった。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7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
キャンパスにおいて「すばる春の学校（5月）」、「秋の学校
（12月）」を開催し、データ解析講習などを行ったほか、全国
の学部学生を対象としたすばる体験企画実習（10～11月）、
総合研究大学院大学のすばる観測実習（10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。特に、ハワイ観測所の活動を地元で理解してもらうこ
とは、次世代プロジェクトを含めての受容に深く関わること
から、注意深く交流を進めている。
　3つの柱の第1は情報発信である。すばる望遠鏡により得
られた科学的な成果や観測所の活動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・英文それぞれ17、
19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86件（和文
40件、英文46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
ネットワークへの連絡を行っている。また、従来からのウェ
ブページによる情報発信の他に、ツイッター、フェイスブッ
クといった新しい情報発信やYouTubeを含む動画配信の取り
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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
ションによる天文学研究とその成果の可視化などの推進を
行っている。
　平成24年度は、平成19年度末に導入されたスーパーコン
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PCクラスタ、中規模計算用PCクラスタらの共同利用運
用を引き続き実施した。平成20年度より運用開始された現
スーパーコンピュータシステムの運用期限が平成25年3月に
やって来るため、本年度は新しいシステムの導入（いわゆる
リプレイス）のための作業にも注力した。

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」の運用を継続した。この
システムの中心は理論ピーク性能が約 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であり、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機材が運用されている。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24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24
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23年度内に出版された査読付き欧文論文の状
況調査を行い、それによると査読付き欧文論文の出版数は77
本であった。
　平成20年4月より運用開始された現在の天文シミュレー
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。そのため、平成24年度は次期スーパーコンピュータシ
ステムの調達に関わる最終的な作業を行った。平成24年10
月に行われた改札の結果クレイ・ジャパン・インクが落札
し、平成25年度からはCray XC30を中心とするスーパーコ
ンピュータシステムが運用されることになった。なお諸事情
によりスーパーコンピュータ本体は水沢VLBI観測所内に設
置されることとなり、水沢VLBI観測所の協力の下、平成24
年度末にかけてシステム一式の設置作業が行われた。また、
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、スーパーコンピュータとは独立したシステムであ

組みを始めた。取材対応（実現したのは日本語2件、英語3
件）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（11件）に関する作業も行っ
ている。
　第2の柱は、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である。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。オンラインでの予約が可能な一般見学プログ
ラムは、年間140日の見学可能日を設け、このうち実際に訪
問者があったのは113日であり、1,134名が訪れた。ほかに
122件の特別手配見学も行ったため、総合計1,638名の訪問が
あった。6月には金星の太陽面通過現象があり、多くの訪問
者があった。
　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。今
年度は38件、542名の訪問者に対応している。
　第3の柱として、教育・普及活動を目的とした、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・遠隔授業も行っている。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92件、日本
など島外での出張講演は4件、遠隔講演は17件であった。地
元での出前授業では、マウナケア観測所群が協力する1週間
の集中特別授業でのハワイ観測所担当分56件が含まれる。
このときには1,220名を超える生徒への天文アウトリーチが
実現した。
　施設の特別公開は行っていないが、地元で毎年恒例となっ
ているマウナケア山頂の観測所群の合同イベントにおいて展
示、デモ、説明を行った。1,000名を超える市民、家族連れな
どと交流することができた。
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るGRAPEやPCクラスタの更新作業も並行して行われた。

□ Cray XT4 に関する統計
稼働状況
・年間運用時間   8620.0時間
・年間core稼働率　90.8 %
利用者数
・カテゴリA : 前期16名、後期16名
・カテゴリB : 前期43名、後期44名
・カテゴリC : 前期5名、後期8名
・カテゴリMD : 前期8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　8653.0時間
・年間CPU稼働率　96.9 %
利用者数　
・カテゴリA : 前期19名、後期19名
・カテゴリC : 前期1名、後期1名
・カテゴリMD : 前期3名、後期3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5名、後期5名
・カテゴリB : 前期8名、後期9名
・カテゴリC : 前期2名、後期1名

□ 汎用PCシステムに関する統計 - 稼働状況
・年間運用時間　8701.5時間
・年間ジョブ稼働率　71.5 %
利用者総数 : 35名（ 通年の総数）

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

□ IDL 講習会
平成24年8月28–29日　参加者8名

□ AVS 講習会
平成24年8月30日　参加者7名

□ N体シミュレーション大寒の学校
平成25年1月21–23日　参加者8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 12月11–12日　参加者61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24年度の主な活動は次の通りで
あった。
◦GRAPE-DR本運用開始およびノード数の増強。

GRAPE-DRの本運用が平成24年度より開始された。
また、GRAPE-DRのノード数を12台から16台へと増強を
行った。
◦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大寒の学校を開催し
た（上記参照）。

（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「ダークマターハローの形成・進化」「超
新星爆発の中心エンジン1」の二本をウェブで公開した。多
体シミュレーション可視化ツールZindaijiを大幅に改良した
Zindaiji3の開発と公開を行った。また、ボリュームデータ可
視化ツール Oosawa（オオサワ）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努めている。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23年度中に採択されて平成24年度に支払いを実施し
たもの5件（約64万円）、
◦平成24年度中に採択されて平成24年度に支払いを実施し
たもの6件（約37万円）、
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、
毎月二回の一般公開や団体・視察向けの4D2Uコンテンツの
紹介を行った。研究施設公開などで簡易型立体視システムを
用いて4D2Uコンテンツの紹介も行った。「ふれあい天文学」
の活動にも協力し、平面版のシステムと4D2Uコンテンツを



084 II   各研究分野の研究成果・活動報告

用いて天文学の解説を行った。

5. 対外活動など

（1）計算基礎科学連携拠点
　計算基礎科学連携拠点は平成21年2月に計算機を使った基
礎科学の研究を精力的に進める三機関（筑波大学計算科学研
究センター・高エネルギー加速器研究機構・国立天文台）が
合同で立ち上げた機関横断型の組織である。国立天文台内で
は本プロジェクトが中心となって活動が展開されている。本
拠点では基礎科学の中でも素粒子・原子核・宇宙物理といっ
た基礎物理の理論的研究を主に計算機を用いて推進する。特
に素粒子・原子核・宇宙物理における学際研究の実行に向け、
計算基礎科学を軸に基礎研究を推進していくことが目的であ
る。計算基礎科学の研究を行っている、あるいはこれから行
おうとする研究者を、単独の機関ではなく三機関およびその
協力機関と共同してきめ細かでかつ強力にサポートすること
が本拠点の大きな特色である。また、計算機の専門家の立場
からスーパーコンピュータの効率的な使い方や研究目標達成
のために必要な新しいアルゴリズムの開発などを全国の研究
者にアドバイスしていくことも重要な使命である。
　平成24年度には、本プロジェクトでは武田隆顕・高橋博
之・滝脇知也の三名が本研究計画を推進する特任助教として
雇用された。武田特任助教は惑星科学の分野での数値シミュ
レーションを行っていたことを契機とし、大規模シミュレー
ションデータを中心として可視化や映像化の作業を行った。
現在は天文分野以外も含めて数値データや測定データなどの
可視化・映像化・可視化ツールの作成を行っており、最新の
科学成果をわかりやすく伝えるツールMITAKAの開発を精
力的に行った。高橋特任助教は相対論的輻射磁気流体方程式
を第一原理的に解くプラズマシミュレーションのコード開発
を行っており、電磁流体のリコネクション過程、マグネター
フレアに伴う膨張するループと星間ガスとの間に衝撃波を持
つ自己相似解の導出、中性子星内部で粒子－波相互作用によ
る磁気拡散効果の定量的評価など、プラズマ宇宙物理学に関
する重要課題に関して精力的な研究を進めている。滝脇特任
助教が行っている重力崩壊型超新星爆発の三次元シミュレー
ションはいわゆる「京」コンピュータにおいて素粒子・原子
核・宇宙分野の代表ユーザとして選ばれ、計算を実行中であ
る。星の進化とそれに続く超新星は私達の生命の起源を司る
元素合成の鍵を握るため、その爆発のメカニズムに関する研
究は80年以上の歴史を持つ。「京」での結果はこの大問題の
解明に大きく寄与することが期待されている。
　隔月に行われる計算基礎科学連携拠点の運営委員会には国
立天文台より富阪幸治教授が運営委員として参加しており、
原子核・素粒子を専門とする他の運営委員と議論を重ねなが
ら、計算科学を軸に宇宙物理研究の発展を加速するべく協議
を重ねている。

（2）HPCIコンソーシアム
　本プロジェクトは平成22年秋に始まった準備段階より政
府主導のHPCI（High-Performance Computing Infrastructure）
計画に参加し、「京」コンピュータ利用を中心とした日本の
HPC研究分野の推進に参画している（上記した計算基礎科学
連携拠点を通した京のHPCI戦略プログラム分野5とは関係
するものの基本的に独立であることに注意）。HPCIコンソー
シアムは平成24年4月より正式な社団法人として発足した
が、本プロジェクトは現時点ではアソシエイト会員（会費を
支払わないので議決権はないが意見の表明や情報の取得は
可）として当コンソーシアムに参加し、計画全体の動向を見
守っている。今年度は様々な会合やワーキンググループが開
催され、「京」の次世代の国策スーパーコンピューティング体
制についての議論が繰り広げられた。現時点では「京のよう
な国家の頂点に立つシステム」に加えて「第二階層となる複
数の大型システム」の組み合わせを5–6年でリプレイスする
計画が議論され、既に文部科学省の承認を取り付ける段階に
達している。「京」の次世代の機材は遅くとも平成30年度に
稼動するという提言を正式に政府に答申するための議論が続
けられており、これにより国立天文台が「京」次世代のHPC
中心となることも原理的に不可能ではなくなっている。

6. 契約職員異動等

平成24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）　押野翔一
（研究員）　　　　鈴木昭宏
（研究支援員）　　脇田茂、松本仁
（事務支援員）　　木村優子

平成24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）　大嶋晃敏、中山弘敬
（研究支援員）　　脇田茂、岩下由美、松本仁、小田寛
（事務支援員）　　川本いぶき
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　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あたってきている。「ひので」衛星の
科学目的の大きな柱のひとつは、太陽大気中の電磁流体現象
を、さらに多角的に理解しながら、コロナ加熱機構を解明す
ることにあるといえる。「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
国際協力はさらに広範で、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24年度は衛星飛翔後6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1–2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

　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。
平成24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24年度、衛星運用にひの
で科学プロジェクト所属の職員・学生が携わったのべ日数は
221日（このうち業務委託にるものは50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、14.3 %（対国内）、
25.6 %（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

8.　ひので科学プロジェクト
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貢献している。平成25年3月までのHOP申請数はのべ230提
案にのぼっている。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
成果をあげている。

2. 「ひので」衛星データ解析

　国立天文台における「Hinode Science Center（HSC）」（英語
名）は、「ひので」衛星データの科学解析における中枢機関
内に、解析環境・データベース等を構築し、研究拠点として
機能させることを目的としている。国内外の研究者へ「ひの
で」観測データ解析環境を提供し、「ひので」衛星による科学
的成果を最大化すること、また、解析を施したデータを配布
したり、データ検索システムを構築したりすることにより、
「ひので」観測データへのアクセスを容易にし、国内外の研究
者との共同研究を活発化させることを主眼としている。
　さらに、E/POを目的として、太陽研究と日々の生活の関連
性を最新の観測データに基づいて知ってもらい、一般の人々
に太陽研究の重要性を認知してもらうことも、HSCの活動の
視野に入れている。E/PO関連の活動として、平成24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、科学成果の公開をはかっている。
　平成24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15編であり、平成25年3
月末の時点で、のべ数として209編となる。ちなみに「ひの
で」に関する全査読付論文数は644編であり、飛翔後6年半の
時点においても依然として、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－平成24年12月まで；副代表：坂
尾（ISAS/JAXA）、清水（ISAS/JAXA）、渡邊－平成24年12月
より主査）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、2案を並行
して検討してきた（参照：SOLAR-Cミッション提案中間報
告書）が、昨年度、その実施優先順位付けに関する議論が行
われ、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
の推定などの項目につき、検討を行った結果、B案、即ち、
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――を
「Solar-C」ミッションとして位置づけた。
　これにともない、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・方向性を明確化する一方で、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継続して行っている。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継続している。
　平成 24年 8月に米国・National Research Councilにより、
「Solar and Space Physics: A Science for aTechnological Society」
（いわゆるHeliophysics分野のDecadal Survey）が公表された。
その中で『日本は最も信頼できるパートナー』との評価を
得ることができ、「Solar-C」計画については、本文中 35箇
所もの引用がなされ、『日米が協力して早急に、Science and 
Technology Definition Teamを形成する』よう提言がなされて
いる。

4. その他の活動

　平成24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2名、学振1名）が在籍（うち1名は8月末退
職）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24年度は8月14－17
日に英国・セントアンドリュース市において、第6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24年度にプロジェクトに来訪した長期（1ヵ月以上）滞在
者（外国人）を表に示す。

表1. 長期滞在者

氏名 所属（国）
Choudhury, Arnab R. 印度科学研究所（インド）
Judge, Phillip 国立大気研究センター（米国）
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9.　チリ観測所

　これまでALMA望遠鏡の建設にあたってきたALMA推進
室は、ALMA望遠鏡の科学観測をより強力に推し進めるため
に2012年度にチリ観測所へと改組された。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2011年度に完成した一部の望遠鏡を使っ
た科学観測を開始し、2012年度からは本格運用に移行した。
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、科学観測の進捗、その他広報活動などについて述べる。
またASTE望遠鏡はアタカマ高地に設置された直径10 mのサ
ブミリ波単一鏡であり、ALMA時代を見据えた南半球でのサ
ブミリ波観測を開拓するために運用されている。ASTE望遠
鏡は2011年度まで野辺山宇宙電波観測所が運用を行ってい
たが、ALMA望遠鏡との有機的な連携を進めるために2012
年度にチリ観測所に移管された。本報告ではASTE望遠鏡の
進捗についても述べる。

1. ALMA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
　2012年度は、日本のALMA建設計画の9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。2011年度までに全アンテナの現地での組み
立ては終了しており、2012年9月には7 mアンテナ12号機の
性能評価試験が完了し、日本が開発した16台のアンテナすべ
ての合同アルマ観測所への引き渡しが完了した。2012年度
末までにすべての12 mアンテナと11台の7 mアンテナが標高
5,000 mの山頂施設に設置されており、その一部は科学観測に
供されている。

（2）受信機カートリッジの開発・製造
　バンド4、バンド8、バンド10カートリッジについては、
量産を継続している。2012年8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4受信
機を用いた干渉計試験に成功した。また2012年9月には3台
の7 mアンテナに搭載されたバンド8受信機による干渉計試
験に成功、2012年11月にはバンド10受信機による初めての
スペクトル取得に成功した。

（3）ALMA計画全体の進捗
　2011年9月に開始された初期科学観測Cycle 0は2013年1

月に終了し、本格観測Cycle 1に移行した。科学観測と並行
して行われている試験観測も順調に進んでおり、2012年4月
には基線長1966 mでの試験観測やACAアンテナとACA相関
器を用いた偏波試験観測が行われた。2013年3月13日には
山麓施設でピニェラ・チリ共和国大統領をはじめとする多数
の来賓を招いて開所記念式典が開催され、本格観測への移
行を祝うとともに広く内外に宣言した。式典には世界中か
らおよそ150名の取材陣が押し寄せ、各国で大きなニュース
となった。日本国内でのメディア掲載については、4.で述べ
る。またCycle 0、Cycle 1の科学観測については次項で詳細
に述べる。

2. ALMA共同利用と科学観測

　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、2011年9月30日から2013年1月1日まで行
われた。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、その完成前に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、12 mパラ
ボラアンテナを16台用いた干渉計観測、ベースライン長は最
大400 m、使用できる受信機周波数バンドは3、6、7、9の4種
類、50視野までのモザイク観測が可能、という内容で実施さ
れた。Cycle 0では、京都大学の長尾透らのグループが遠方銀
河でのALMAを用いた窒素輝線の検出をもとに、宇宙におけ
る化学進化が、ビッグバンから14億年しかたっていない銀河
においても結構進んでいることを示した。
　2回目の共同利用観測が、「Cycle 1」として、公募された。
Cycle 1では、12 mパラボラアンテナを32台用いた干渉計観
測、ACA観測（7 mパラボラアンテナを9台用いた干渉計観
測と2台の12 mアンテナを用いた単一鏡観測）、ベースライ
ン長は最大1 km、使用できる受信機周波数バンドは3、6、
7、9の４種類、150視野までのモザイク観測が可能、という
内容で公募された。観測プロポーザルは、日本時間2012年7
月13日01:00に締め切られ、合計1131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211.5件（0.5件は
台湾から東アジア50 %北米50 %で出されたプロポーザルが1
件あったためである）であった。観測プロポーザルの科学審
査は、2012年10月1–5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。78名の委員によって審査され、う
ち東アジアからの委員は17名であった。1131件の観測プロ
ポーザルのうち、197件が採択プログラム（Highest Priority）
と認定された。197件のうち東アジア分は50件であり全体
の25.4 %、予定観測時間の合計に占める東アジアの割合は
21.5 %であった。「本格観測Cycle 1」の観測は、2013年1月よ
り開始された。
　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
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評価するために行われた「科学評価観測」のALMA観測デー
タが公開され、論文が執筆された。国立天文台のダニエル・
エスパーダらは、アンテナ銀河のALMA観測データを解析
し、衝突しつつある銀河の領域で、潮汐作用で形成された分
子雲アームを同定し、そこでの星形成効率が一桁高くなって
いるらしいことを発見した。この論文が、ALMA望遠鏡結果
における日本最初の論文となった。また、国立天文台の廣田
朋也らは、オリオン座分子雲のALMA観測データを調べ、周
波数232 GHzの振動励起水メーザー輝線を星形成領域で初め
て検出した。星形成領域の新たなプローブの発見として意義
が高い。

3. 教育活動・インターンシップ受け入れ

　2012年5月12日に、チリ観測所として大学院進学ガイダン
スを開催した。8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

　2012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2012年11月に開催されたサイエ
ンスアゴラにて国立天文台講演会を開催し、ALMA望遠鏡
について講演した。さらに 2012年 12月には、マックスプ
ランク天体物理学研究所ディレクターの小松英一郎氏、合
同ALMA観測所長Thijs de Graauw氏とALMA評議会議員の
Ewine van Dishoeck氏を招いて学術講演会を開催した。2012
年度には23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の現状を報告し、
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 63件のニュース記事、8件のプレス
リリースを掲載した。またメールマガジン（購読者数
約 2500名）を毎月発行している。Twitter（アカウント@
ALMA_Japan）を用いたタイムリーかつきめ細かな情報発信
を図っており。2012年度末現在での購読者（フォロワー）は
約9400名である。
　初期科学観測による科学成果が出始めたことにより、それ
らを紹介する新聞・雑誌記事がおよそ70件掲載された。また
これ以外に2013年1月に開始された本格観測と3月に開催さ
れた開所記念式典にあたっては、日本国内メディア7社から
現地取材があり、NHKテレビ　ニュース7、フジテレビFNN
スーパーニュース、FNNスピークおよび多数の新聞で取り上
げられた。また共同通信、朝日新聞はこの際の取材をもとに
した連載や科学面での大きな記事を後日掲載し、継続的な興
味喚起に効果的であった。
　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、2012年度には7 mアンテナのチリへの輸送の様子と現地
での科学評価観測を紹介する映像を作成した。また山麓施設
での受信機性能評価装置の組み上げと2013年3月に開催され

た開所記念式典の様子を記録映像として撮影した。
　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6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、これをもとにした特設
ウェブサイトも開設した。

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。2012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、さらにこれらの
会はほぼ毎月電話会議が行われた。ALMA外部評価委員会
は2012年10月に1週間をかけ会合を行った。またALMA東
アジア科学諮問委員会もほぼ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。

6. 広報普及

・2012/06/07　京都大学
ALMA Cycle 1 Town Meeting
・2012/06/12　名古屋大学

ALMA Cycle 1 Town Meeting
・2012/06/13　東北大学

ALMA Cycle 1 Town Meeting
・2012/06/18　国立天文台三鷹

ALMA Cycle 1 Town Meeting
・2012/06/28　大阪府立大学

ALMA Cycle 1 Town Meeting
・2012/06/29　鹿児島大学

ALMA Cycle 1 Town Meeting
・2012/10/20-22　国立天文台・三鷹

ALMAユーザーズミーティング2012

7. 研究員の異動等

（1）採用
秋山永治　　研究員

（2）退職・異動
黒野泰隆　　研究員　ALMA観測所 JAO Fellowに転出

8. 主な訪問者

2013年3月13日　チリ現地における開所式への東アジア参
加者（65名）
文部科学省：福井照副大臣、他3名
在チリ日本国大使館：村上秀德特命全権大使、他2名
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学識経験者：21名
自然科学研究機構：佐藤勝彦機構長、他3名
国立天文台：林正彦台長、他18名
台湾：Paul Ho ASIAA所長、他3名
韓国：Pilho Park KASI所長、他1名
請負業者：8名

9. ASTE望遠鏡の進捗

　南半球において本格的なサブミリ波天文学を推進するとと
もに、それを支える観測装置や観測手法の開発と実証を進め
ることを主な目的として、これまで運用されてきた。ALMA
望遠鏡の建設も最終局面に達し、初期科学観測も開始できた
ことから、これからは、ASTE望遠鏡を、ALMAでの観測プロ
ポーザルをより強硬にするための観測実証を進めることを主
な目的として運用することを目指す。今年度は、天文コミュ
ニティーからの門戸を広げるため、本格的なASTE望遠鏡の
共同利用観測を実現するべく、運用システムの構築を行った。

10.　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では、重力波による天文学の実
現を目指し、その観測技術の開発研究を進めている。2012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、2012年度
は、防振系・光学系の開発と評価などを進めている。
　KAGRAの開発・建設に加え、そこから得られたデータの
解析手法の研究や相対論・重力波源に関する理論的研究も進
めている。また、長期的視点で重力波天文学の発展を目指し
て、先端技術センター（ATC）や他大学・機関と協力しつつ、
宇宙重力波望遠鏡DECIGO/DPFやKAGRAを高感度化するた
めの量子光学的手法などの最先端技術開発も進めている。

（1）KAGRA計画の推進
　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。2012年度は、合計6 kmの真空ダクトを
構成する約500本のユニットダクトの製造を完了した。ま
た、常温真空槽の設計を進め、その基本設計を完了させた。

◦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・製造を担当している。2012年度はプリ・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進
めるとともに、6台の実機の製作を完了した。また、国立

天文台内で進める常温防振系総合プロトタイプ試験の準
備を進めた。

◦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・製造を担当している。散乱光対策シス
テムに関して、バッフルまたはビームダンプを設計・配置
を含めた概念設計を完了した。いくつかの大型のバッフ
ルについては、ATCと共同で開発を進め、設計検討と試作
を行った。防振懸架された光学素子の角度制御を行うた
めの光てこ装置、および、直径20 cm以上のガウシアン・
ビームのモードを迅速に測定するための大口径ビームプ
ロファイラに関しては、要求値を定め、プロトタイプの製
作・評価試験を行った。

◦高反射・低損失ミラーの開発：KAGRAにおいては、大パ
ワーのレーザー光を干渉計内に蓄えるために、鏡の表面
形状 , 表面粗さ、光損失など、高品質なものが要求される。
そこで、干渉計を構成する主要な鏡を評価するシステム
の構築を進めている。光学素子の薄膜特性評価システム
として、2次元散乱分布、散乱強度分布、反射率、透過率、
損失、暗視野顕微鏡による表面状態の観測等開発を行った。
特に、鏡性能について非常に多くの情報を持っている薄膜
からの散乱に注目し研究を推進した。その結果、薄膜開発
当初< 200 ppmであった散乱損失を、20 ppm以下にまで低
減させた。この損失値は、現在世界で調達可能な薄膜の損
失と比して、高性能である。

◦補助ロックシステムの制御設計：KAGRA干渉計の動作に
おいては、非制御状態から共振器長などを動作点に引き込
むロックアクイジションが重要である。そこで、重力波の
観測を行うメイン・レーザービーム（波長1064 nm）のほか
に、倍波の波長532 nmのレーザービームを入射して3 km
共振器長を予め制御する補助ロックシステムを導入する。
2012年度には、この補助ロックシステムの制御系の詳細設
計を行い、その結果、33 pmという狭い共振線幅以下に共
振器長を制御することができることを示した。

◦KAGRA干渉計診断システムの開発：干渉計内で発生する
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雑音や地面振動などの突発的な外乱変動に起因する非定
常雑音は、KAGRAが本来の感度を出す上での障害となり、
重力波信号との区別が困難となる。KAGRAでは1万にの
ぼる補助チャンネル、環境モニターを設置し、それらを解
析することによって雑音源を特定・除去し、重力波の高い
検出効率を目指す。KAGRAに導入されるものと同じデジ
タル制御システムをTAMA300に設置し、干渉計診断のた
めのシステムの開発を進めるとともに、その試作版を神岡
サイトに設置されたプロトタイプ干渉計CLIOに導入し、1
週間の試験運転を行った。また、複数の環境モニターと重
力波チャンネルの多変量解析を行って、重力波信号と望遠
鏡起源の非定常雑音を区別する手法の開発で韓国の重力
波グループKGWGと共同研究を推進した。

（2）重力波探査データ解析・理論研究
　KAGRAは、初検出と目指すと共にLIGOやVIRGOなどと
ともに重力波観測の国際ネットワークによる重力波天文学の
拠点となることが期待されている。重力波の観測によって、
天体現象およびその周辺のエネルギー情報を持つ電磁波、素
過程の情報を持つニュートリノなどの素粒子の観測に加え
て、天体現象の起こる起点の情報を持つ時空の変動を直接観
測することが可能になる。そこでこれら複数の手段による観
測から、天体現象を多角的に理解しようとするマルチメッセ
ンジャー観測が期待されており、国立天文台はその中心的な
機関になることが期待されている。

◦電波トランジェントと重力波：那須パルサー観測所のメン
バーと山口大と協力体制をとって、連星中性子星合体か
らの電波アフターグローの可能性がある那須観測所が検
出した電波トランジェントについて、那須 -LIGO間での共
同解析を引き続き国立天文台が中心となって進めた。ま
た、多様な時間領域パラメータを持つ電波トランジェント
の観測体制を、山口大、NiCTの電波望遠鏡、国内VLBI網、
那須パルサー観測所とKAGRAを含む重力波望遠鏡と連携
して構築することを検討した。

◦ニュートリノ観測と重力波：LIGO、Virgo、KAGRAの間
で、低エネルギーニュートリノと重力波のマルチメッセン
ジャー観測のためのワーキンググループが作られ、国立天
文台はKAGRA側から中心メンバーとして参画することに
なった。

◦X線観測と重力波：昨年度に引き続きRXTEとLIGOを
用いたマルチメッセンジャー観測を進めた。今年度は
RXTEのデータ解析結果について、メルボルン大学の
Duncan Galloway、MITのEd Morgan、カーディフ大のChris 
Messengerと協力体制を築き、共同研究を進めた。

◦フェイクイベントの除去：マルチメッセンジャー観測を行
うのに最も重要な懸案事項の一つである重力波候補の偽
イベント率の高さに対処するために、偽信号を除去する
veto解析を、干渉計診断システムに組み込む開発を進めた。

開発はKAGRA干渉計診断システムの開発で用いているデ
ジタルシステム上で行った。

◦重力波データ解析用データグリッドシステムの構築：将
来、世界の望遠鏡を用いたマルチメッセンジャー観測を
行うために重要となるデータ解析のコンポーネントとし
てデータグリッドがある。そのための下準備として観測
データを解析するためのデータグリッドを小規模ながら
導入し、データグリッドにのせるデータ解析環境の開発を
始めた。

（3）先端技術開発：宇宙重力波望遠鏡DECIGO/DPF
　DECIGOは、2027年頃の実現を目指す宇宙重力波望遠鏡
である。DECIGOでは、地上の重力波望遠鏡で観測が困難な
0.1 Hz付近の重力波を観測することにより、宇宙論的距離に
ある連星合体現象や初期宇宙からの重力波の観測を行うなど、
宇宙の誕生と進化を解き明かす究極の重力波望遠鏡として豊
富な科学的成果が期待できる。KAGRAなど地上重力波望遠
鏡によって重力波の初検出と重力波天文学の創成が成し遂げ
られた後には、その天文学を展開するために宇宙望遠鏡の実
現を目指すことは自然な流れであり、将来を見通してそのた
めの基礎開発研究を進めておくことは重要である。DECIGO
計画では、最初の前哨衛星として小型科学衛星DECIGO 
Pathfinder（DPF）を打ち上げるというロードマップを建てて
おり、そのための衛星システム検討と搭載機器基礎開発研究
を進めている。

◦DPF衛星システム検討：DPFのミッション検討を進め、ド
ラッグフリー制御や軌道上の衛星姿勢の安定化の評価を
行った。その結果、初期軌道投入から観測可能状態まで移
行するミッションシークエンスの成立性を確認するとと
もに、衛星姿勢の受動安定を実現する衛星形状や質量バラ
ンスなどの成立性を確認した。

◦干渉計モジュールの具体設計：DPFの中心観測装置となる
干渉計モジュールは、慣性系のレファレンスとなる試験マ
ス（2つ）やそのハウジング、入射光学系、その他の多数
の補助装置のサブシステムから成り立っている。前年度
に引き続きこの開発を進め、衛星搭載を想定した大きさ・
形状での構造検討とプロトタイプ製作を行った。

◦DPF光学系の開発：DPFの干渉計に安定化レーザー光源
からの光を導入する際には、干渉計へのモードマッチング
を取る必要がある。また、干渉計からの反射光を光検出器
に導き、基線長変化や試験マスの角度変動の情報を取り出
すことが必要である。この光学系としては安定度を考慮し、
ガラス基板に光学素子を融着したモノリシック光学系を
用いる。前年度までにフライト品を想定した大きさ、光学
系構成でのモノリシック光学系の設計・製作を進めている。
2012年度はこの光学系を用いて、固定鏡干渉計の動作実証
に成功した。

◦試験マスモジュールの開発：試験マスは、重力・重力波観
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測の際の慣性基準となるもので、静電型センサ・アクチュ
エータやローンチロック /クランプリリースや帯電除去シ
ステムなど、様々な機能を持ったモジュールとなっている。
前年度までに、このセンサーとアクチュエータを用いた非
接触保持機能の原理検証実験が完了しており、2012年度に
はBBMの設計・製作と地上試験設備を用いた動作実証を
行った。その結果、1つの試験マス2自由度の制御に成功
した。

◦試験マスモジュール落下実験：試験マスモジュールは、無
重力下で動作するように設計されている。そこで、無重力
下での総合的な性能評価を行うための自由落下試験シス
テムの構築を進めている。2012年度には、概念設計・部
品検討などを進め、リリース機構などを備えた落下設備・
電源や信号処理・データ取得系を内蔵した落下モジュール
をほぼ完成させた。今後は試験マスモジュールを組み込み、
無重力下での制御実験を行う予定である。

（4）先端技術開発：KAGRA高感度化など次世代技術
　KAGRAなどの第二世代干渉計型重力波望遠鏡によって最
初の重力波検出が成し遂げられ、重力波天文学の幕が開けら
れた後には、望遠鏡のさらなる高感度化や、別の周波数帯で
の観測など、より観測対象を広げていくことになるであろう。
重力波プロジェクト推進室では、そのための基礎開発研究や
萌芽的な研究を行い、研究成果の創出と人材の育成、研究分
野の発展も目指している。

◦量子効率精密測定実験：干渉計型重力波検出器は最終的
には量子雑音で制限される。量子雑音は輻射圧雑音と
ショットノイズからなり、これらの低減を行うことが将来
の重力波検出器の開発において重要な問題となる。特に
高効率（~99 %）の量子効率をもつ光検出器や、不確実さ
1 %で検出効率を測定する装置も必要になる。そこで、超
軽量鏡（20 mg）を利用した新しいタイプのパワーメーター
の開発を進め、不確実さ1 %のパワー測定が可能なこと
（量子効率の精密測定）を実証した。
◦量子測定の理論的研究：重力波観測には、量子論における
量子限界に抵触するような極限的な状況を想定するほど
の精度が要求される。そこで、近年進展し続けている量子
情報理論、量子測定理論のアイディアを取り入れ、重力波
測定装置への応用を検討することを目的とした研究を進
めた。2012年度は特に、「弱測定」と呼ばれる手法の重力
波測定装置への応用研究を進めた。

◦ねじれ型重力波望遠鏡TOBAの開発：KAGRAなどの通常
のレーザー干渉計型重力波望遠鏡では困難な0.1Hzなどの
低周波数帯の重力波観測を行うことを可能にする新しい
方式のねじれ型重力波望遠鏡TOBAの開発を進めている。
現在までに長さ20 cm程度の棒状試験質量を用いた小型プ
ロトタイプ望遠鏡を開発し、この周波数帯での世界最高感
度が実現されている。2012年度は、さらに進めて、中型低

温望遠鏡の開発を行い、その概念設計を完了させた。
◦一般相対論的高次ゲージ不変摂動論とその応用に関する理

論的研究：「一般相対論的高次ゲージ不変摂動論に関する
一般論」の理論的整備をし、この一般論を、宇宙の初期ゆ
らぎの非線形効果、ブラックホールにおける重力波輻射反
作用問題、中性子星などの強重力場での相対論的摂動とそ
の不安定性、ポスト・ミンコフスキー展開による連星系か
ら放出される重力波、高次ゲージ不変量と実験・観測にお
ける観測量との関係、などの問題へ応用することを目指し
ている。2012年度には、「一般相対論的高次ゲージ不変摂
動論の一般論」が宇宙論的摂動論以外にも適用できる可能
性を示した本論文を完成させた。

2. 教育活動・インターンシップ受入

阿久津智忠
・2012年4月–9月　法政大学理工学部創生科学科「流体と集
団運動モデル」
大石奈緒子
・2012/12/07　日本女子大学　理学セミナー
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

　TAMA実験棟での見学受け入れを通じて、広く重力波研究
の理解と広報に努めている。また、重力波研究に関する最新
情報はホームページを通じて発信しているところである。

阿久津智忠
・2012/5/19　総合研究大学院大学 特別公開講演 
・2012/11/17　朝日カルチャーセンター横浜教室

4. 研究会主催

中村康二、端山和大
・2013/2/20–23　KAGRAデータ解析スクール@国立天文台
参加者60名　招待講演3名、TAMA 300の見学実施

5. 科研費以外の外部資金獲得（産学連携経費等）

安東正樹　　JAXA小型科学衛星戦略的開発経費
阿久津智忠　JAXA搭載機器基礎開発実験費

6. 非常勤研究員の異動等

2013年3月より　端山和大　大阪市大特任助教
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11.　TMT 推進室

　TMT推進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TMT
プロジェクト室に、さらに平成24年度からTMT推進室に改
名したものである。8年目にあたる平成24年度は体制強化を
図り、年度末には専任の教授3名、准教授2名、主任研究技師
1名、特任専門員1名、プロジェクト研究員1名、事務支援員
1名を擁し、加えて併任の准教授3名、助教2名の体制で活動
した。

1. TMT計画を巡る国内外状況の進展

　国立天文台TMT推進室は、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
にのべ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24年6月には自然科学研究機構を通じて、平成25年度
概算要求として「超大型望遠鏡建設の核心技術の実証」の要
求を提出した。7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、計画推進が勧告された。
　平成24年6月には米国とインドの戦略的対話の中でインド
外務大臣がTMTへの参加表明を行った。全米科学財団NSF
の提案招請に応じたTMT計画に対し、全米での参加の可能
性を検討するため今後5年間の検討資金の交付決定が平成25
年3月に正式にアナウンスされた。
　平成24年10月には第36回TMT協力評議会を東京で開催
した（図1）。これは国際事業となるTMT計画の協力評議会
を米国外で開催した最初の例となり、平成25年1月のニュー
デリーでの開催にもつながった。

　数年来、協議が続き合意に至らなかった先行投資への特典
付与問題については、McKinsey and Companyに第三者調停
を依頼した結果、カリフォルニア大学連合の主張は退けられ、
日本他の国際パートナーの主張が大筋で認められることと
なった。
　平成24年8月からは各パートナーの顧問弁護士をメンバー
として、建設開始までに揃えるべき主合意契約書、TMT国際
天文台設立定款、同細則などの文書の検討が本格化した。
　平成25年2月には、主鏡セグメント鏡の鏡材の一部製作経
費が平成24年度補正予算として認められ、平成25年度予算
ではセグメント鏡非球面研削経費の一部が施設整備費として
措置された。これは平成26年に予定されている建設開始に
むけた先行措置となり、国際協議の上でリーダシップを発揮
できる状況が形作られつつある。

2. 国内研究会や講演会活動

　TMT計画の推進状況について、TMT推進室ホームページ
での情報発信を充実し、TMTニュースレター32号から36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、
一橋講堂での国立天文台主催公開講演会（10月）や東京国際
フォーラムでの大学共同利用機関シンポ（11月）等での広報
普及に務めた。望遠鏡の1/100サイズ駆動模型も製作し、望
遠鏡計画の理解を広める活動に役立てている（図2）。
　11月には学芸員を主メンバーとするクラブTMTが結成さ
れ、全国の科学館・プラネタリウムでのTMT紹介番組や講演
会の組織的企画を開始することとなり、TMT推進室も情報提
供や講師派遣等で協力している。TMT募金者の銘板をハワ
イに掲示することにしたところ年度末までの寄付申し込み件
数が約1700件、申し込み金額は1700万円に達した。

図1. 東京で開催されたTMT協力評議会（平成24年10月）。
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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，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、
指向追尾性能の向上、副鏡支持機構の改良、主鏡清掃機構、
主鏡セグメント着脱装置、免震機構など基本検討を進め、国
内仮組と現地据付調整の工程の具体化を進めた。より確実な
性能を達成する方向での検討も進めた。さらに、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
明確化を進めた。

　TMT主鏡鏡材については試作材の光学特性・温度特性の検
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（対角長）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、支持機構に搭載しての測定を完了した（図3）。量産のた
めにはさらに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WFOSの
撮像系の製作可能性の検討と、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2. TMT模型等の展示（文部科学省エントランス）。 図3. 主鏡セグメント鏡の試作品。

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。先
ず、JASMINEの一部技術実証等を目的とする超小型衛星を
用いたNano-JASMINE（主鏡口径5 cm級）計画を進行中であ
る。小口径ながらヒッパルコス衛星と同等の精度の観測を行
う計画であり、Nano-JASMINEの観測データとヒッパルコス
カタログとの組み合わせにより、ヒッパルコスカタログより
固有運動、年周視差の精度向上が期待されている。2014年12
月頃に打ち上げられる予定である。さらに、2018年頃を目指
して、小型 JASMINE（主鏡口径30 cm級）を打ち上げる計画
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

12.　JASMINE 検討室
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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24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7名、研究員2名、
研究支援員1名、技術支援員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
の発射場から打ち上げられる予定である。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打ち上
げが延期されているが、現時点では、2014年末の打ち上げ予
定となっている。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引
き続き順調に進んでいる。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23年度には完成しているが、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、より万全を期
した。また、衛星の維持管理にもつとめた。さらに、衛星運
用のための地上通信局の準備も引き続き進めるとともに、実
際を模擬した（初期フェーズでの）運用の訓練を1ヵ月間行
い、問題点の洗い出しと改善を行った。
　観測の生データから位置天文情報を必要な精度で求めるた
めに必要なアルゴリズム、ソフトの開発も順調に進めた。特
に星の形状に影響する誤差要因を考慮して星像中心を高精
度で求める方法を開発した（大学院生の修士論文）。さらに、
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引き続き順調に進めた。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））の活動も引き続き行わ
れた。

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 ~ 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。Gaiaと違って、
ダストによる吸収効果が弱い近赤外線で観測を行うこと、さ
らに同一天体を高頻度で観測できる点にユニークな特徴があ
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名程度にも協力していただき、2008年11月から
集中検討を行っている。
　こういう背景のもと、24年度に JAXA宇宙研で予定されて
いた小型科学衛星ミッション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24年度にも進めた（なお、宇宙研によ
るミッション公募は24年度には行われず、25年度中になる
見込みとなった）。なお、サイエンスワーキンググループでは、
ワークショップを24年度も開催し、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、24年度は、23年度
までの検討結果を受け、ミッション提案までに残された重要
なミッション部の課題の検討（衛星システム設計検討と実証
実験）、さらにはバス部とのインターフェース（I/F）の詳細な
検討を追加し、重点的に研究開発を行った。その結果、検討
の見直しを行った、軌道・姿勢、観測装置の熱環境、望遠鏡
の指向安定性、電力、質量・重心、通信に関しては、要求を
満たす仕様を設計できた。また、バス部との I/Fに関する検
討の結果、標準バスに対する変更要求を加えることなくミッ
ションを成立させる仕様とすることもできた。さらに、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も
確認できた。また、迷光やアウトガスの対策に関しても見込
みが立てられた。このようにミッション提案に向けての準備
を進めることができた。
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　また、銀河系バルジの解明を目指し、バルジの星の視線速
度や元素組成を得るため地上で高分散分光観測を行っている
海外の複数のグループとも国際連携をとっている。特に、米
国の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-2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

行っている。さらに、APOGEEチームの会合に参加し、銀河
系バルジの今後の科学的成果のためプロジェクト同士の連携
をさらに深めていくことが確認された。その結果、国際連携
を強め銀河系バルジに関する科学目標を達成させるための覚
書（MOU）をAPOGEE-2チームおよびSDSS-IV Collaboration
と小型 JASMINEとの間で取り交わした。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ともに、
サイエンスの成果へ向けての国際協力も進みつつある。

13.　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、国立天文台を中心と
して諸大学の系外惑星科学に興味をもつ研究者と協力し、系
外惑星とその形成の観測のための総合的技術開発を推進し、
および、関連する系外惑星観測を組織する。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
つ柱を中心に研究・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
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24年度の体制は、本務スタッフ4名、併任スタッフ5
名、本務研究員6名であった。欧文論文（査読あり）は26編、
欧文論文（査読なし）12編、欧文報告（国際会議講演等）32
回、和文論文（査読なし）2編、和文報告（著書・出版）1編、
和文報告（学会発表等）は56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名と共に開始し、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1 m/sの視線速度精度を持つコンパクトな高分散赤外
線分光器の開発を推進している。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。光学系最終設
計、高分散光学素子の製作、4096×4096素子赤外線検出器の
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進めた。

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共に、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継続して進めた。
SPICESミッションの論文が出版された。また、プロジェク
トスタッフが参加するTESSミッションがNASAディスカバ
リミッションに選択された。
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（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、実証実験を進めた。

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
度を生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。

4. 研究活動・教育活動・啓蒙活動

　系外惑星およびその形成現場である円盤、さらに、関連
する浮遊惑星、褐色矮星、星惑星形成・恒星の研究を推進
し、合計25編の科学的査読論文を出版した。とりわけ、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からは、11編の論文が出版された。特筆すべき結果
としては、HiCIAOによるアンドロメダ座κ星のまわりの巨
大惑星の直接撮像による発見、同じくHiCIAOによる原始惑
星系円盤の高解像度観測による空隙構造の発見（PDS 70およ
びUSco J 1604）、同じく小さな渦巻腕構造の発見（MWC 758
およびSAO 206462）がある。後者の円盤構造はいずれも惑
星存在の兆候とも考えられる（図 1）。そのほか、HiCIAO
で撮像された遷移円盤の詳細モデリング、近赤外線波長に
おける酸素輝線のバイオマーカーとして地上望遠鏡による
検出可能性の検討、M型星まわりの巨大惑星検出を目指し
た観測、SONYCプロジェクトによる孤立惑星質量天体の統

計、逆行惑星HAT-P-7系の伴星の発見、SIRPOL赤外偏光器
によるNGC 6334領域の円偏光とホモキラリティーの解明、
UKIDSS/VVVプロジェクトによる褐色矮星・星形成研究など
も大きな成果である。すばる戦略枠観測SEEDSは今年度も
順調に進んだ。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15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、プレスリリースを合計6件行った。

図1. アンドロメダ座κ星を周回する系外惑星のHiCIAOによる発見画
像。B型恒星から55 AU離れた13木星質量の惑星と考えられる。

14.　RISE 月惑星探査検討室

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。重力場、地形データは、更新を随時行っている。デー
タ公開のホームページアドレスを以下に示す。
（日本語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/
（英語）http://www.miz.nao.ac.jp/rise-pub/en

（2）かぐやデータによる月内部構造の研究
　月の重力場モデルについては、VLBIの位相遅延データを
取り入れ、NASAのLunar Prospectorの低高度ミッション追跡
データも同時に追加することにより、球面調和関数の展開次
数を150次へと拡張した。また、レーザ高度計LALTによる
月形状データと、NASAのLunar Reconnaissance Orbiter（LRO）
のレーザ高度計LOLAによる月形状データの共解析を進めた。
月地殻厚と海玄武岩の分布の関係を調査し、月の表と裏で
海玄武岩が噴出できる最大地殻厚に差異があること、さらに、
月裏側でも、FHT（Feldspathic Highland Terrane）領域とSPA
（South-Pole Aitken Basin）領域の間でも有為な差があることを
確認した。
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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。
　そこで、特に、低次重力場係数とk2の精度改善を目的と
した新たな月重力場計測ミッションをSELENE-2へ提案して
いる。すなわち、月周回衛星1機と月面に設置されるサバイ
バルモジュール1機にVLBI用電波源を搭載し、同一ビーム
VLBI観測を用いて重力場を計測する。かぐやでは2機の小
型衛星の軌道を同時に解いていたのに対して、SELENE-2で
は、電波源の一方が月面に固定されており、これを基準とし
てもう一方の電波源（周回衛星）の軌道を決定するという手
法をとる。また、電波源間の離角が常時同一ビームの条件を
満たすように周回衛星の軌道を選定することにより高精度で
大量のVLBI観測データを取得し、低次重力場係数とk2の精
度を効率的に向上させることを目指す。
　平成24年度は下記の項目について重点的に検討を行った。

i）内部構造をどこまで制約できるかの検討
　SELENE-2での科学目標をより明確にするために、測地
データと月震データとを組み合わせた場合に月内部構造をど
こまで拘束できるかの検討を行った。まず、Apollo月震デー
タに加えてSELENE-2でTychoにおける月震データを取得し、
VLBIミッションで測地データ精度を向上させた場合のコア
の半径・密度について誤差評価を行った。その結果、半径・
密度ともに10 %程度の精度が期待されるという結果を得た。
つぎに、実際に測地データと月震データとを組み合わせて内
部構造をベイズ推定する手法を開発し、上記の結果の検証を
行った。まず3層構造の簡単なモデルの場合について、地殻
構造に不確定性があってもコア半径を10 %程度の精度で求
めることが可能であることを示した。

ii）アンテナの耐熱性の検討
　月面温度環境下（−200 °C～ +120 °C）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、マ
コール基板のパッチアンテナを選定した。マコール基板に液
体窒素を用いた熱衝撃試験を実施し、単体にて月面温度環境
に耐えうることを確認し、また、電気性能特性解析を実施し、
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。

iii）VERA 20 mアンテナのS/X帯の2ビーム化に関する検討
　SELENE-2における周回衛星と着陸機の相対VLBI観測で
は、これまでS帯での同一ビームVLBI観測を主たる観測手
法として検討していたが、より精度の良いS/X帯の 2ビー

ムVLBI観測を実現すべく、科研費 基盤A（探査機VLBI観
測による月惑星内部構造の研究：金属核の大きさ・状態と
起源）による検討を、水沢VLBI観測所と共同で開始した。
SELENE-2の周回衛星と着陸機の離角は0度から最大0.6度で
あるのに対して、従来のVERAの2ビームシステムのように
2つのステージに受信機を設置する方式では離角約0.3度以
下での観測は難しいことから、より小さな離角での観測が可
能な方式としてフェーズドアレイ方式を採用することとした。
自己補対アレイ型、VIVALDI型などを候補として概念検討を
実施した。

（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。
　平成24年度は、下記の項目について重点的に検討を行った。

i）逆反射鏡の検討
　月面に設置する逆反射鏡について、線膨張率、熱拡散率、
ヤング率、密度を考慮して、ZPF（日本セラテック）、クリア
セラム -EX（オハラ）、単結晶シリコンを候補に選び、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、岩手大学、NICT、一橋大
学等と共同で解析を行った。また、一体加工の場合の切削方
法、貼り合わせの場合の接着方法、面間の角度の精密測定方
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、
中部大学、千葉工大、NICT、メーカーと共同で行った。

ii）地上局の測距実験
　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）システムを月の観測用に改良した装置を用いて、
地球回りの反射鏡を搭載した人工衛星の測距実験をNICTと
共同で行った。

（3）月面天測望遠鏡による月内部構造の研究
　月面にPZT型の小型望遠鏡（ILOM: In situ Lunar Orientation 
Measurement）を設置して、月の回転運動変動を高精度に観測
することにより、月の内部構造を制約する研究を進めている。
月の軌道成分とは独立に測定できるため、この小型望遠鏡に
より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24年度は、下記の項目について重点的に検討、開発、
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実験を行った。

i）回折レンズの開発
　回折レンズを月面望遠鏡に使用することは、解析や要素試
験で問題ないことがほぼ確認できたので、実際に性能を評価
するための対物レンズの試作を開始した。回折レンズ本体に
ついては、中部大学の精密機械加工が専門の鈴木研究室に製
作協力を依頼した。また、対物レンズ全体の設計、製作、評
価についてもメーカーと検討を開始した。

ii）望遠鏡の性能試験
　地上観測用モデルと人工光源を用いて望遠鏡の性能試験を
岩手大学と共同で行った。とくに水平の基準面として用いら
れている水銀皿の振動の影響について、種々の形状の水銀皿
を製作し、比較し、その影響を評価した。現状では、銅製の
深さ0.5 mm、外形84 mmの水銀皿が振動の影響に対して最も
良い。

（4）はやぶさ2 LIDAR（ライダー）
　2014年打上げ予定の小惑星探査機はやぶさ2に搭載予定の
LIDARは、レーザ測距により小惑星の形状と重力場を推定す
るための装置であるが、「かぐや」での経験を基に、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。
　平成24年度は下記の項目について重点的に検討を行った。

i）科学観測モードとしてダスト観測モードを新たに考案し実
装された。それに先立ちダストのフラックス、光量、取得さ
れるデータ量等の検討を行った。

ii）小惑星形状モデル作製アルゴリズムおよび重力場推定の
ための運用方法を検討し、プロジェクトに提案した。

iii）一次噛合せの準備として簡易的なデータ監視ソフトウェ
ア（QL:クイックルック）の作製やテレメトリパケットの調
整を行った。

iv）小惑星表面のアルベド観測の運用方法および精度の検討
を行った。

（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として引き続き活動しているとともに、ESA（ヨー
ロッパ宇宙機構）の木星系探査ミッション JUICEのレーザ高
度計GALAの開発チームに千葉工大とともに参加すること
を決めた。日本チームは受光部を担当する。

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。平成24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した。
　月内部構造の理論研究で実績のあるロシア・カザン大学の
グループとの研究協力は、平成23年度から認められた学術振
興会の日ロ二国間共同研究（2年間、3回目）の中で継続し、
平成23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、月回転の新しい理論の構築に向
けた研究を行った。
　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、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。
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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おり、DB/DAプ
ロジェクト、ネットワークプロジェクト、データベース天文
学推進室、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MITSuME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/）はその中核であり、多くの研究成果を産み出して
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 2013年 5月の時点で、約 732万フ
レーム、約39 TBであり、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、2012年度に21篇出版され、
2013年5月現在で総計120篇に達している。
　2012年度は計算機システムの更新（リプレース）にともな
う移行作業に力を注いだが、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も
進めた。

（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24
年度の運用ハイライトは、以下の通りである。

1）新情報ネットワークシステムの導入：平成25年3月から三
鷹、水沢、野辺山、岡山に対して、新情報ネットワークシス
テムを提供している。特に、三鷹、水沢においては、40ギガ
ビットイーサネット対応基盤ネットワークが運用されている。

2）CfCA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：CfCA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 Gbps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）をCfCAプロジェクトと共
同で開発している。

3）震災被災地の小中学校への特別授業 : 本センタでは、被災
地の小中学校を中心に、すばる望遠鏡と学校をリアルタイム
に結び、特別授業を3回開催した。これは、国内外の支援企
業と共同で実施した。

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

1）ALMAデータの配信 : ALMA のScience Verification Dataに
ついてVOインターフェイスによる配信を開始するとともに、
データを閲覧しながら検索を行えるGUIの開発をALMAソ
フトウエアグループと共同で行った。

2）JVOSkyサービスの機能向上：世界中のVOサービスから
クローリングシステムにより収集したデータを天球図上に表
示し、データをダウンロードできる仕組みを開発し、Subaru
望遠鏡、ALMA望遠鏡、すざくX線望遠鏡、ハッブル宇宙望
遠鏡、Chandra X線望遠鏡などの観測データがある領域を容
易に確認できるようになった。

3）LMCサーベイカタログへのAKARIデータの追加：AKARI
チームに所属する加藤氏に作成いただいた IRSF（南アフリカ
望遠鏡）のLMCカタログとのマージカタログを JVOに登録
した。

4）JVOシステムのリファクタリング作業：利用されていない
部分や重複している機能などを整理を行った。これは、今後
のコードの保守性や拡張性を高め、今後の JVO portalの使い
易い画面遷移を目的とした再設計への準備のためである。

5）VO講習会：JVOポータルの利用方法の他、海外のVOグ
ループが開発したソフトウエアの利用方法についての講習を
行った。また、3種の研究テーマを JVOポータルや各種VO
ソフトウエアを用いて取り組んだ。

6）VOを利用した科学研究の推進：VOを使った科学研究と
して、SMBHを持つ銀河の進化について大量サンプルをVO
を通じて検索・解析し、SMBH の進化に関する新知見が得ら

15.　天文データセンター
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れた。

7）国際協力：大石は、2009年8月より2012年8月まで IAU
第5委員会のpresident、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、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を務めた。

（4）HSC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及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、104枚の
科学利用用の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、及び実装などを行っている。
　2012年度は、2011年度に集中的に開発を行った、観測直
後にハワイ観測所山麓施設内で行うオンサイト解析に必要な
ソフトウェアを実際の試験観測中に稼働させる試験を行った。
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ができており、今
後さらなる工夫でより高速な処理を目指す。一方で、画像処
理については様々な進展があり、2013年1月からのHSCによ
る試験観測によって得られたデータを処理し、モザイキング
処理、カタログ作成までの一連の作業の流れができあがりつ
つある。今後、必要な測定機能を追加しながら、より充実し
たデータ作りのための足がかりができつつある。
　また、解析処理後のデータを管理するためのデータベース
についても試験開発を続行し、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、モザイク画像やそこから検出される天体
のカタログのデータベースへの登録や管理について、着実に
進化してきている。

（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。
　また、平成24年度中にはレンタル計算機群のリプレース
を行い、平成25年3月1日から新しいレンタル計算機システ
ム「国立天文台　データ解析・アーカイブ・公開システム」
の運用を開始した。本システムは、多波長データ解析サブシ
ステム、大規模データアーカイブ・公開サブシステム、バー
チャル天文台サブシステム、太陽データアーカイブ・解析・
公開サブシステム、水沢地区データ解析サブシステム、およ
び開発試験サブシステムから構成されている。なかでも多波
長データ解析サブシステムの計算機資源は、旧データ解析シ
ステムの約5倍程度に増強され、そのユーザ数は平成24年度
実績で122名である。
　また、共同利用の一環として、各種講習会等の主催または
共催を行った。本年度の講習会等の開催回数は11回、参加人
数合計は169名で、詳細は以下の通りである。

3.その他

　広報活動として、平成24年度は「ADCからのお知らせ」を
No.235からNo.324までの90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。

講習会名*印は共催 日程 参加者
すばる春の学校2012* 12/05/29–31 10名
IDL講習会初心者編 12/06/21–22 12名
12年度 IRAF講習会 12/07/19–20 13名
VO講習会2012秋 12/09/27–28 11名
ALMA CASAチュートリアル* 12/11/22 55名
IDL講習会－FITSデータ解析編 12/11/27–28 9名
系外惑星アジア冬の学校* 12/12/3–5 21名
すばる秋の学校（FMOS）2012* 12/12/11–12 9名
N体シミュレーション大寒の学
校*

13/01/21–23 8名

2012年度SQL講習会 13/02/26–03/01 16名
VO講習会2013春 13/03/25–26 5名

１．先端技術センターの組織と活動の概要

　重点領域開発として推進してきたハイパーシュプリームカ
ム（HSC）の開発が完了し、すばる望遠鏡への搭載試験を開

始した。ALMA受信機の製作も順調に進んでおり、メカニカ
ルエンジニアリングショップでの部品加工が最終段階を迎え
た。3つの受信機バンドとも、2013年度内の製作完了を目標
としている。

16.　先端技術センター
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　一方で、これまで先端技術開発として進めてきたKAGRA
を中心とした重力波開発および次世代超大型望遠鏡Thirty 
Meter Telescope（TMT）の観測装置 IRISを重点領域開発とし
て進めることとし、国立天文台プロジェクトの装置開発を重
点的に進める体制を構築した。構造設計を行う技術職員の配
置転換、光学設計等を行うことができる技術職員の採用、実
験スペースの確保などを行った。
　先端技術専門委員会に関わる活動では、前年度からの懸案
事項であった「先端技術専門委員会提言書」が完成し、9月
に、台長に提出した。提言書では、第一に、TMT、KAGRA
などの装置開発の主体的な推進の重要性が述べられている。
また、これまでの装置開発の経験を活かして、将来的には、
ATCの国際開発拠点化を目指すべきであり、その実現に不可
欠の開発体制の人的強化の必要性も述べられている。今年度
の先端技術専門委員会は、9月と3月に開催された。当該専
門委員会では、台長からの意向を伺った後、その意向に従っ
て、TMT・KAGRAの開発支援体制への移行の具体策を議論、
検討した。現在も、引き続き議論を継続中である。
　この他の活動としては、先端技術センターのパンフレット
を全面的に見直し、国立天文台のプロジェクトを支える重点
領域開発および将来のプロジェクトに資する先端技術開発の
内容をよりインパクトのある形で伝える構成とした。北京で
開催された IAU総会などでの宣伝活動で用いられた。
　国立天文台・先端技術センターおよび宇宙航空研究開発機
構・宇宙科学研究所で共催した第23回スペーステラヘルツ技
術国際シンポジウム（2012年4月2－4日開催＠学術総合セ
ンター）は、アジアにおける初開催でもあったが、欧米から
87名、国内から52名の参加者により、ALMA、SPICA等を含
むテラヘルツ技術についての議論が行われた。

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技術職員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。
　設計部門では重力波望遠鏡KAGRAの補助光学系の主要部
品の構造設計やTMT焦点面観測装置 IRISの光学構造系レン
ズマウントの詳細設計などを担当している。
　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共に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
SIMS用熱輻射シールド部品（東大）、機械式デフォーマブル
ミラー（JAXA/ISAS）、コンセントリックコーンミラー（東大
生産研海中工学研究センター）、小型フォーマットスライス
ミラー（東大SPICAプロジェクト）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、

製作依頼への対応について取り組んだ。共同開発研究では高
エネルギー加速器研究機（KEK）構機械工学センターと単結
晶ダイヤモンド工具による超精密ミリング加工の開発に取り
組みXバンド加速管ディスクの鏡面加工を目指した加工条件
の最適化を行うことができた。また昨年度から分子科学研究
所・名古屋大学と行っている単結晶ダイヤモンドバイトを用
いたフッ化マグネシウム（MgF2）製非球面レンズの切削加工
も引き続き行ない、実用化に向けての加工条件の追求を行っ
た。ATC内で開発を進めている電波カメラ用レンズアレイ
の試作では新たにアレイ表面に塗布した反射防止膜の超精密
切削加工に成功し±3ミクロン以下の膜圧誤差を達成した。
　外部研究機関との技術連携の一環として一昨年度から行っ
ているKEK構機械工学センターとの技術交流では、今年度
は機械工作技術分野での実務者による「5軸制御マシンニン
グセンタ導入に関する技術交流会」を開催し情報交換と専門
的技術の交流を行った。

　MEショップでは、昨年度は105件の製作・修理依頼を受け、
前年度からの繰り越し4件を含む109件中93件を完了し、16
件は平成25年度に繰り越した。外部機関の利用は10件であ
る。平成24年度依頼件数を以下に示す。
（括弧内は平成25年度への繰越数）

前年からの繰越 4
先端技術C 15（6）
ハワイ観測所 3（1）
HSC 2
TMT 4（1)
JASMINE検討室 2
岡山天体物理観測所 1
系外惑星探査プロジェクト 13（1）
太陽観測所 4（1）
ひので 3
SOLAR-C/CLASP 11（1）
ALMA 22（3）
RISE 2
野辺山観測所 1
電波研究部 1
KAGRA 1
重力波 5
天文情報C 1
天文データC 1（1）
天文シミュレーションプロジェクト 2
事務部 1
外部機関 10
東京・天文C 5（1）
東大・生産研 2
JAXA/ISAS 2
大阪大学 1

合計 109（16）
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（2）オプトショップ
A.従来通りの運営と整備
◦測定器のメンテナンス（日常点検など）
◦測定に関する相談対応（69件）
◦設備の修理更新（LEGEX910用コンプレッサにバッファ
タンクを増設、UV-3100PCのPC更新、ＺＹＧＯ干渉計のメ
ンテナンス）など

B.測定器共同利用
　平成24年4月～25年3月（共同研究での使用を含む）
◦測定器利用件数　400件
　　内訳：ATC内部：131件
　　　　　ALMA関係：14件
　　　　　台内、東大天文センター：162件
　　　　　台外：93件
◦大型三次元測定器LEGEX910の利用　58件

年間を通じて定常的に利用されており、稼動日数は75
日であった。
内訳：ALMAとHSC：51件（各グループの測定者が利用）
　　　オプトショップへの測定依頼：7件

（3）スペースチャンバショップ
　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
た他、次期太陽観測衛星SOLAR-Cプロジェクトによる各種
真空実験、また新たに立ち上げた機械式冷凍機を用いた温度
制御装置を使用して、超広視野初期宇宙探査衛星WISHでは
フィルタ交換機構の低温モータ試験、RISE月惑星探査プロ
ジェクトによる鏡材料の温度サイクル試験などが実施された。
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。

（4）設備管理ユニット
　建物設備関係で開発棟（南）空調機設備改修、照明設備改
修を行った。開発棟（南）建物は建設から18年が経過して
空調機設備が老朽化して空調能力が低下しており居室系空調
機設備改修工事を行った。平成23年度は実験室系空調機設
備改修を行っており、この工事によって開発棟（南）の空調
機設備改修は終了した。照明設備も老朽化で故障が増えてお
り、居室の一部について改修を行った。照明はLEDで蛍光灯
に比較して約2倍の照度が得られ大変明るい。残りの居室照
明設備改修は平成25年度に実施する予定である。
　建物では開発棟（南）屋上の防水シート劣化により、実験
室3室に同時に雨漏りが発生した。防水シート劣化で広範囲
に破損し、ここから雨水が浸入して室内に大量に落下したが
幸い室内の実験機器は被害を免れた。漏水発生により防水
シート点検を実施した結果、開発棟（南）各所に破損が見つ
かり、広範囲に及ぶ貼り替え工事を行った。開発棟（北）に

も数カ所破損箇所が見つかり部分補修を施した。
　クレーン設備0.5トン以上は法令で年次点検が義務づけら
れ毎年実施している。3トン以上のクレーン設備は法令で荷
重負荷試験が義務づけられており、4.8トンクレーンは2012
年11月に行った年次点検に合わせて実施した。荷重負荷試
験は2年毎有効期間内に行わなければならず、次回は2014年
11月。
　CE（コールドエバポレータ）も年次点検が義務づけられて
おり、平成6年に設置以来18年経過したが異常は無く、問題
なく利用できている。管理業務の主なものでは建物、電気設
備、CE（コールドエバポレーター）設備の法令で義務づけら
れる日常点検と運用管理、クリーンルーム、クリーンルーム
外調機設備、自家発電機設備、エレキショップ運用、薬品管
理、廃棄薬品処理など多岐に渡って行っている。
　付帯設備で開発棟（北）屋上に設置してあるヘリオスタッ
ト鏡の再鍍金を行った。2003年運用開始後太陽観測衛星ひ
ので搭載可視光望遠鏡性能試験、小型観測装置試験などに使
われてきたが屋外の過酷な環境に設置されているため鏡面鍍
金の劣化が激しく、2013年1月に再鍍金処理を行った。
　ATC先端技術開発に位置づけられる重力波・KAGRAには
開発棟（南）に実験室2部屋配分し大面積実験室は設備の構
築を進めた。もう一つの実験室にはクリーンブース（クラス
１）を設置し運用に向けて設備の構築を進めている。クリー
ンブースを設置した実験室は、HSCが評価試験を行っていた
場所でHSCがハワイ観測所に出荷した後を整備した。先端
技術センターの実験室は限られており、整理配分によりプロ
ジェクトの受入を行っているが、平成23年度同様逼迫した状
態は変わらず、ユーザーの御理解御協力を得ながら配分し運
用を行っている。
　長年設備管理を担当した横田睦さんが2013年3月で退職し
た。長年設備運用、管理などに活躍された。感謝します。

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（8
件）および施設利用（26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）ALMA SIS 素子開発
　前年度に引き続き、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た。2013年12月までの受
信機製造およびその後の受信機保守に必要な数量のデバイス
の製造を行っている。
　2012年10月末には、新規SIS素子製造装置が納入され、当
該装置の起ち上げ作業を行っている。当該装置は、性能確認
運転とデバイスの試作試験を行った後、主にバンド10受信機
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用SIS素子の製造に利用する予定である。

（2）ALMA Band 4
　2012年6月6日に米欧、チリ、台湾からの審査委員出席を
得てBand 4カートリッジ量産審査会（MRR）を開催した。そ
の結果、量産を行う上で必要な試験や組立設備が十分整って
おり、受信機性能や品質管理体制に問題がないことが確認さ
れた。ただし、「偏波効率99.5 %以上」という仕様に関しては、
その達成が困難であることを示し、仕様変更が認められてい
る。MRR後の量産において、目標としていた月産3台以上を
達成している。東日本大震災後にスパッタ装置を変更したミ
キサー素子製造に関しても、順調に進んでいる。スペアを含
めたミキサー素子の確保に向けてSISグループとの緊密な連
携が必須である。

（3）ALMA Band 8
　Band 8（385–500 GHz）カートリッジ型受信機を毎月3台の
ペースで順調に量産した。2013年4月末までに、仕様を満足
した計53台を Joint ALMA Office（JAO）へ納入した。ATC ME
ショップからの冷却光学ブロックを含めすべての部品につい
て、出荷のための73台分が揃った。2013年度に残りの受信
機組立・試験・納品を行う予定である。

（4）ALMA Band 10
　2012年 6月 7日に米欧、チリ、台湾からの審査委員出席
を得てBand 10カートリッジ量産審査会（MRR）を開催し
た。その結果、量産を行う上で必要な試験や組立設備が十分
整っており、受信機性能や品質管理体制に問題がないことが
確認された。ただし、「雑音性能がRF帯域の80 %で230 K以
下」という仕様に関しては、サイエンスへのインパクトと量
産スケジュールを考慮し、仕様変更が認められている。米
国NRAOからの受信機製造に必要な部品（逓倍器）の納品
が約4か月遅延したにもかかわらず、2013年3月末までに目
標としていた36号機の製造を終了した。全出荷台数73台に
向けたミキサー素子製造のため、引き続き情報通信研究機構
（NICT）に高品質NbTiN薄膜を供給してもらう予定である。

（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24年度は以下のような進捗があった。
◦平成24年8月に第一回試験観測を行い、全系の機能の確認
を行った。

◦10月に166名の共同研究者とともに、300観測夜を要求す
る観測提案を行った（審査を経て平成25年5月に受諾された）。
◦平成25年1月に第二回試験観測を行い、全系の性能の確認
を行った。設計通り視野全面で0.5秒角を切る結像性能が確
認された。直接競合している米国エネルギー省のプロジェク
ト「ダークエネルギー・カメラ」は1秒角程度であると伝え
られている。結像性能は信号検出の鍵であるため、HSCには
非常に大きなアドバンテージがあることが分かった。
◦データ管理システム（解析及びデータベース）の開発は、
一定の進捗をみており、今後の試験観測で得られる実データ
を元に、性能および信頼性の評価を行う予定である。

（6）TMT観測装置開発
　2011年度より、次世代超大型望遠鏡Thirty Meter Telescope
（TMT）の第一期観測装置 IRISの撮像系の開発を行っている。

IRISは現在基本設計の段階にあり、今年度はMEショップの
職員を中心に、以下に挙げる要素技術のプロトタイプ実証を
行った。
◦超精密ピンホールグリッド測定用の真空容器の設計、製作、
性能評価
◦超精密ピンホールグリッドプロトタイプの−30℃での測定
◦接着型レンズマウント用のレンズ材、接着剤、金属の組み
合わせ解析と接着試験
◦冷却駆動系の概念設計、試作、実証試験
超精密ピンホールグリッドプロトタイプの測定では、−30℃
において250 nmの測定精度、40 nmの再現性を達成した。ま
た、接着型レンズマウントの解析と試験では、IRIS撮像系で
実際に使用されるレンズ材について、使用可能な接着剤と金
属の組み合わせを見つけ出した。
　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。

（7）重力波望遠鏡開発
　大型低温重力波望遠鏡KAGRAの主ホスト機関である東
大・宇宙線研所長より、副ホスト機関である国立天文台への
要請をうけ、ATCではKAGRAにインストールされる種々の
光学系の開発を行うこととなり、2012年夏よりATCでの重
点領域化がなされた。
　今年度は主にKAGRAの干渉計部における迷光対策のた
めの種々のバッフルの開発を行った。バッフルは5種類あ
り、最大で直径800 mmのものまである。このうち4種は、重
力波信号を光の信号に変換するうえで特に感度が高く重要
なKAGRAの3 km両腕内に設置される。干渉計のメイン鏡
の近くから順に、広角散乱バッフル、クライオダクトシール
ド、狭角散乱バッフルがインストールされ、さらに腕内には
適切な間隔でバッフルアレイがインストールされる予定であ
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る。これらのバッフル全体の効果によって、迷光による雑音
がデザイン雑音レベルの1/100程度に抑え込めるように設計
されている。
　干渉計型の重力波望遠鏡の場合、一般に、迷光による雑音
寄与は、バッフルの振動とバッフルでの迷光吸収量、そして
バッフルで吸収されず2次的に散乱された迷光の干渉計のメ
イン光軸への再結合量などの積によって決まるため、バッフ
ルでの吸収量や散乱量だけでなくそのメカニカルな構造にも
注意をはらう必要がある。そこで、バッフルのメカニカルな
設計に関してはATCのメカニカル・エンジニアリングショッ
プの協力の元、構造設計やアセンブル方法の検討を進めた。
光学的な設計に関しては、外部の光学システム企業の助力を
得つつ、主に光線追跡シミュレーションを元にして行った。
　これまでに、KAGRAの3 kmの腕にインストールされる
狭角散乱バッフルを設計し、試作機を1台製造した。また、
バッフルアレイについて、光学シミュレーションをもとにし
た設計を行い、アレイの配置を最適化することにより、当初
設計よりも枚数を半分に減らすことに成功し、KAGRA全体
における大幅なコストダウンに寄与することができた。
　この他、KAGRAにインストールする光学機材をアセンブ
ルおよびテストするためのクリーンブースを、ATC内の多
目的実験室3に設置した。安定稼動時のクリーン度としては、
ISOクラス1を達成している。
　このほか、KAGRA本体の開発を優先的に進めつつ、
KAGRAの次世代の検出器性能向上にむけ、以下に述べるよ
うな先端技術開発を行った。
　KAGRAなど大型レーザー干渉計型重力波望遠鏡よりも低
周波数の重力波を観測することをめざし、ねじれ型重力波望
遠鏡（TOBA）の開発を進めた。現在までに0.1 Hzの周波数帯
では世界最高感度を達成しており、感度向上のための研究開
発を進めている。
　また、スペース重力波アンテナDECIGO計画の前哨衛星で
ある、DECIGO Pathfinder（DPF）の干渉計本体および信号取
得系の開発を進めた。主に重力波センサー部である干渉計モ
ジュール（BBM）の設計と製作を行った。干渉計部を実際
に打ち上げる光学系と同じサイズのモノリシック入射光学系、
同じ波長の光源、同じ曲率と直径の鏡を用いて組み上げ、干
渉計が動作することを確認した。

5. 先端技術開発

（1）電波カメラの開発
　宇宙マイクロ波背景放射（CMB）のB-mode偏光の観測や
南極テラヘルツ望遠鏡に搭載するためのミリ波サブミリ波超
伝導電波カメラの開発を進めた。102画素サブミリ波カメラ
を試作し、ビームパターンや雑音を評価した。ミリ波700画
素カメラの詳細設計やサブミリ波2000画素カメラの概念設
計を行った。
　超伝導電波カメラは、超伝導のギャップ周波数以上の光子

を検出する。そのギャップ周波数を制御するために、超伝導
の近接効果をもちいたAl/Nb積層型MKIDの開発を行い、共
振器のQuality factor 106を達成した。広視野観測を行うため、
多素子カメラの冷却光学系を設計試作した。また、シリコン
レンズアレイに用いる反射防止コーティングの開発を行い、
2種のエポキシを混合し塗布した後で厚みを切削し最適化す
ることに成功した。
　サブミリ波帯SISフォトン検出器とガリウム砒素半導体の
極低温回路を用いた超伝導サブミリ波カメラの開発を進めた。
前年度に引き続き、SISフォトン検出器の積分アンプを用い
た読出し特性の評価、および32チャンネル読出しモジュール
の動作条件の最適化を進めた。

（2）スペースオプティックス
　ロケットや人工衛星などを使用して宇宙空間から天体観測
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24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が行われた。近赤外線領域が観測波
長帯であるWISH計画では、フィルタ交換機構用低温モータ
の駆動試験が実施された。また、水素のLyα線で太陽彩層・
遷移層の磁場観測を目指すCLASP計画では、平成27年の飛
翔実験を目指して観測装置の開発や較正試験装置の準備が進
められた。
　平成24年度は、試作した光学素子とATC内で準備した測
定系を分子科学研究所に持ち込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ほか、CLASP偏光分光装置の
スリット部とスリットジョー光学系の要素開発品の性能・機
械環境試験への耐性確認、飛翔用に開発中の回転波長板駆動
機構の回転一様性確認等がATCのリソースが活用されて行
われた。次期太陽観測衛星計画SOLAR-C関連では、偏光分
光装置の面分光用光 IFUに使用される光ファイバー束の光学
性能評価や紫外線照射下の光学望遠鏡に対する汚染管理技術
のための基礎データ取得が進められた。

（3）近赤外線及び可視光イメージセンサーの開発
　天文観測用近赤外線イメージセンサー及びCMOSイメー
ジセンサーに必要な低ノイズ読み出し ICを設計・試作し評価
を行った。その結果、読み出しノイズ70 μV（試作 ICでは11
電子相当）、4回サンプリングでは35 μV（同6電子）という低
ノイズであることを確認した。今後、この読み出し ICの画素
回路は国産の天文観測用近赤外線イメージセンサーや可視光
CMOSイメージセンサーに応用されることが期待される。
　読み出しエレクトロニクスにおいては、多チャンネル
CMOSイメージセンサーに対応可能なアナログ回路部の開発
を行った。デジタル回路部としてはこれまで国立天文台にお
いて開発が継続され、すばる望遠鏡用を始めとする多くの観
測装置で利用されているデータ取得システムの後継となる
MESSIA6の概略設計を行い、コミュニティへの提案を行った。
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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、科学文化形成ユ
ニット室、および総務室の7室1係体制で運営した。下記の
活動報告は部署毎に記述する。

2. 人事

　平成24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、特任専門員1名、
専門研究職員2名、広報普及員19名、研究支援員2名、事務
支援員3名の体制であった。
　平成24年4月1日付で広報室に大川拓也広報普及員、内藤
誠一郎広報普及員、出版室に岩城邦典広報普及員、科学文化
形成ユニットに三上直世広報普及員、吉富圭子事務支援員、9
月1日付で広報室にサラ・リード特任専門員、平成25年1月1
日付で夏苅聡美広報普及員、2月12日付で馬場幸栄広報普及
員が着任した。なお、平成25年3月31日をもって中根麻希子
研究支援員が天文データセンターへ異動、中桐正夫広報普及
員、山田陽志郎広報普及員、並川正人広報普及員、吉富圭子
事務支援員が退職した。
 
3. 広報室の活動

　国立天文台のチリ観測所、ハワイ観測所、ひので科学プロ
ジェクト、太陽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、他大
学や研究機関との共同研究の成果についても、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、普及室
と共同で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
挙げている。

（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9,973件（表1）、手紙は152件、うち公文書は90件であった。
また、インターネットを通じた質問は447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。
　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、74号～102
号を発行した。2011年12月から導入したメールマガジン配
信サービスは定常運用となり、購読者の登録作業の省力化と
迅速化を図った。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。
　2010年10月より運用を開始している、ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス（SNS）の一つTwitterを活用した情報
提供では、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。2013
年3月末現在でのフォロワー数は約25,000件であった。

（3）成果公開
　リリース件数は29件（昨年度は計17件）と、活発なリリー
スを行った。
「科学記者のための天文学レクチャー」は、通算第17回とし
ては、「記者のための天文学レクチャー」として「金環日食」
をテーマに、科学記者に限らず広く一般のジャーナリスト向
けに開催した。また、第18回目は「太陽活動と地球環境」を
テーマに、「太陽観測衛星“ひので”」と成果や、過去の太陽
活動の研究と地球気候変化の研究を扱い、分野横断的な記者
レクチャーとなった。第18回目からは、ジャーナリストに限
り、レクチャーの様子をネット経由で配信した。収録映像は
その後も閲覧され、当日参加できなかったジャーナリストだ
けでなく、参加したジャーナリストが復習する際にも利用さ
れている。

（4）国立天文台の「広報センター」としての活動
　国立天文台の「広報センター」として、北京で開催された
国際天文学連合（IAU）総会にて展示ブースを出展した。モ
バイル・ポップアップディスプレイツールを利用し、ブース
パネルをデザインしたため、これまでで最も評価の高い展示
ブースとなった。パネルデザインと同じイラストを用いたオ
リジナルノートとパンフレットフォルダーを制作し、国立天
文台をより強く印象づけるように工夫した。また、先端技術
センターと JASMINE推進室では IAU総会にあわせてパンフ
レット・リーフレットをリニューアルしたため、広報室は制
作サポートを行った。
　プロジェクトが企画した一般向けの講演会の準備・運営サ
ポートを行った。特に、ネット経由での事前申込は、広報室
がフォームを設置し、申込者リストを作成するなどの手順が
スタンダードとなっている。また、12月に開催した講演会は、
初めて同時通訳による一般向け講演会となった。
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太陽の暦 月の暦 暦 時刻 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～6月 1450 207 47 23 668 123 215 1201 3934
7～9月 229 164 105 19 386 162 220 828 2113

10～12月 358 200 59 12 413 135 177 640 1994
1～3月 254 103 65 10 460 120 155 765 1932

合計 2291 674 276 64 1927 540 767 3434 9973

太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～6月 8 7 4 2 37 7 64 31 160
7～9月 8 3 1 1 12 12 25 28 90

10～12月 9 3 4 1 27 14 20 17 95
1～3月 3 4 6 1 17 16 36 19 102

総　計 28 17 15 5 93 49 145 95 447

月 件　数 月 件　数 月 件　数
2012／4 468,312 2012／8 549,814 2012／12 646,116
2012／5 1,069,389 2012／9 421,321 2013／1 508,491
2012／6 606,672 2012／10 584,870 2013／2 486,463
2012／7 419,447 2012／11 468,856 2013／3 960,486

合　　　計　　　　7,190,237

表1. 国立天文台天文情報センター広報室・電話応答数　（2012年4月－2013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　（2012年4月－2013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（ページ数）　（2012年4月－2013年3月）

2012年4月12日 原始惑星系円盤に小さな渦巻き構造を発見－密度波理論で探る惑星形成の現場－
2012年4月12日 アルマ望遠鏡が明らかにした、太陽系外惑星のはたらき
2012年5月1日 石英質の塵粒が輝く恒星を発見、惑星形成の途上か
2012年5月25日 すばる望遠鏡、ウルトラ赤外線銀河の謎を解明－かすかな星の分布の様子が多重合体の証拠となった －
2012年6月12日 124億光年彼方の銀河の「成分調査」～アルマ望遠鏡で迫る進化途上の銀河の正体～
2012年8月3日 超新星爆発の形、実はでこぼこ？　－すばる望遠鏡で迫る超新星爆発のメカニズム－
2012年8月29日 アルマ望遠鏡、赤ちゃん星のまわりに生命の構成要素を発見
2012年8月31日 銀河古代都市の建設ラッシュ－現在の楕円銀河が爆発的に生まれ急成長する大集団を発見－
2012年9月4日 天の川銀河の中心部で「ぶたのしっぽ」分子雲を発見
2012年9月13日 新型の超広視野カメラHyper Suprime-Cam、始動へ

2012年9月28日 電波干渉計が超巨大ブラックホールに肉薄～超巨大ブラックホールから放出されるジェットの根元を
キャッチ～

2012年10月11日 アルマ望遠鏡が見つけた不思議な渦巻き星－新たな観測でさぐる、死にゆく星の姿

2012年10月23日 アルマ望遠鏡でオリオン星雲中に新しい水分子メーザーを発見－生まれたばかりの星に迫る新しい手段
の獲得

2012年11月9日 若い太陽のまわりの惑星誕生現場に見つかった巨大なすきま～複数の惑星が誕生している現場か？～
2012年11月28日 偏光観測で見えた惑星材料物質の成長
2013年1月4日 アルマ望遠鏡が見つけた「惑星のへその緒」－成長中の惑星へ流れ込む大量のガスを発見
2013年1月25日 すばる望遠鏡が解き明かす逆行惑星の成り立ち
2013年1月31日 太陽観測衛星「ひので」太陽極域磁場反転の進行を確認
2013年2月 8日 太陽系外惑星が作る「腕」の検出に成功
2013年3月 6日 宇宙空間に漂うサッカーボール
2013年3月14日 アルマ望遠鏡が書き換える、星のベビーブーム史

表4. ウェブリリースまとめ
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（5）緊急対応
　2012年5月7日に、赴任先のチリにて、国立天文台職員
が巻き込まれた事件について、広報室が国立天文台の外部
窓口として、メディア対応・問い合わせ対応・ご遺族と関
係者との調整などを行った。

4. 普及室の活動 

（1）施設公開
　平成24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、事前申し込み制で実施した。年間計23回実施したと
ころ、1809名の参加者があった。また、団体公開は50回で
1556名、視察他は36件で299名の見学者があり、合計109
回、のべ3664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はドームシア
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。今年度より事前申し込み・定員制（定員
300名）による実施に変更し計23回実施したところ、年間
4,725名の参加者であった。また、夏休み期間中の7月26
日（木）、27日（金）に小学生、中学生、高校生を対象と
した「夏休みジュニア天体観望会（申込不要）」を開催した。
2日とも天候に恵まれ、577名の参加者（26日270名、27日
307名）があった。
　平成24年度の三鷹地区常時公開では、17,111名の見学者
が訪れた。また、平成24年度の職場訪問等を含めた団体見
学は147件、6,671名、取材対応は479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ている。事前申
し込み制、定員20名で実施しており、第1火曜日、第2日曜
日は「登録有形文化財コース」、第3火曜日、第4日曜日は
「重要文化財・測地学関連遺跡巡りコース」をガイド付きで
案内した。今年度は合計510名の参加があり好評であった。 
　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「星の一生～赤ちゃん星から超新星まで」と
し、10月26日（金）、27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
日間とも晴天に恵まれ、2日間を通じて4,431名（26日651
名、27日3,780名）の参加があり、盛況であった。

（2）教育・アウトリーチ活動
　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10万部配布した。
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」等の制作や記者
会見など協力した。
　全国の天文関連施設と一緒になって進めている「ス
ター・ウィーク～星空に親しむ週間～」は例年通り8月の
第1週に行われ、参加協力団体102、協力イベント175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9月23日（日）と3月10 日 （日）の2回、常時公開
コースと4D2Uシアター見学および天体観望会を行い、合
計100名の参加があり好評であった。
　平成16年度から始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、3件（平成24年8月「夏の夜、流
れ星を数えよう」報告件数：1,089件、同12月「ふたご座
流星群を眺めよう」報告件数：2,655件、平成25年3～4月
「パンスターズ彗星を見つけよう」報告件数：2,042件）を
実施した。
　平成22年度より天文学振興募金を原資に大学院支援室
で実施してきた「ふれあい天文学」事業は今年度より天文
情報センターの事業に移管され、平成24年度は9月下旬か
ら3月上旬までの間に全国から要請のあった小学校35校と
中学校8校の合計43校にて実施し、合計3866人が受講した。
講師として参加した国立天文台職員は38名であった。また、
震災支援活動の一環として、天文データセンターおよびハ

2012年4月19日 太陽観測衛星「ひので」、太陽極域磁場の反転を捉えた
2012年4月24日 すばる望遠鏡が見つけた宇宙最遠方の銀河団
2012年5月31日 野辺山電波ヘリオグラフが明らかにした太陽のグローバルな活動状況
2012年6月4日 最遠方銀河で見る夜明け前の宇宙の姿
2012年7月20日 天の川銀河の中心部に巨大ブラックホールの「種」を発見
2012年10月2日 天の川銀河系の精密測量が明かすダークマターの存在量
2012年10月9日 TMT計画の現状と東京開催の協力評議会について
2013年2月19日 すばる望遠鏡、遠方銀河核からのアウトフローの立体視に挑戦

表5. 記者会見まとめ
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ワイ観測所と協力し、遠隔授業を取り入れた「星・宇宙を身
近に感じる特別授業」を平成24年5月25日に宮城県石巻市の
古川中学校、平成25年1月29日に山形県飯豊町の飯豊中学校、
および2月21日に福島県郡山市の金透小学校にて実施した。
　9月9日（日）～15日（土）、今年で8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」がすばる望遠鏡をテー
マに国立天文台ハワイ観測所にて開催され、研究者・教育普
及関係者合計35名が参加した。本ワークショップに参加し
た科学館職員等が中心となってTMT計画の推進を応援する
応援団「クラブTMT」が10月29日に結成され、TMT計画を
紹介するウェブページや複数の映像作品等が制作された。天
文情報センターはクラブTMTの活動をサポートしている。
　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24年度も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24年11～12月にタイにて、
タイ国立天文学研究所の協力の下、ウドン・タニ県、チェン
マイ県、ソンクラー県、チャチューンサオ県、ナコーンラー
チャシーマー県で講演会、望遠鏡工作ワークショップ、観望
会等を実施し、400名を超える教師および教育学部大学生が
参加し、さらに5カ所のワークショップ会場の合計で約100
名の大学等のスタッフが支援のために参加した。そして360
組の組立望遠鏡と三脚、および5台の口径8 cm赤道儀式屈折
望遠鏡を現地に提供した。
　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）をWebから国内外に配布して
いる。その数は登録されたもののみでも英語版1656本、日本
語版6348本、合計8004本である（平成25年3月31日現在の
累計）。さらに、2007年に制作・配布した「一家に1枚宇宙図
2007」ポスターを台外の関係者と協力して改訂し、「一家に1
枚宇宙図2013」ポスター（A1サイズ、A2サイズ、ともに日
本語版と英語版を裏表に印刷）を国内外に配布した。

（3）地域活動
　国立天文台と三鷹市の「相互協力に関する協定」（平成
21年2月4日調印）に基づき、平成21年7月7日に開館した
「三鷹市星と森と絵本の家」の平成24年度の年間入館者数は、

37,187名である。普及室では、企画展示「おひさま　いっぱ
い」（平成23年7月～平成24年6月）および「宇宙でいきてい
る」（平成24年7月～平成25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。

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もとづき、太
陽・月・惑星の視位置をはじめ、諸暦象事項を推算し、国立
天文台の設置目的の1つである「暦書」の編製として「暦象
年表」を発行している。

（1）平成25年版暦象年表、平成25年版理科年表暦部、平成
26年暦要項（平成25年2月1日官報掲載）を刊行した。

（2）ホームページ（http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/）について
は、金環日食・金星日面経過・金星食・初日の出を特集、とく
に、金環日食や初日の出の日には1日で50万アクセス弱を記
録した。そのほか、暦象年表Web版の英語バージョンを公開、
例年同様キャンペーンと連携し、ペルセウス座流星群・ふた
ご座流星群放射点の位置を「今日のほしぞら」に表示させる
ようにした。この結果、平成24年度のアクセス数は3,400万
件を突破し、向上を続けている。

（3）日本カレンダー暦文化振興協会では第2回総会、奉暦祭
を開催した。日本気象協会の「季節のことば」選考委員会の
委員として、季節のことばの検討やイベントに出席した。

（4）天文台の貴重書である和漢書から、図書室と共同で、第
46回 季語・歳時、第47回 渋川春海と「天地明察」－ IIIの常
設展示を行った。これらの展示は図書室ホームページ「貴重
資料展示室」でも閲覧できる（http://library.nao.ac.jp/kichou/
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open/index.html）。
　また、国立天文台ニュース10月号において、「日本の暦」
特集を執筆した。

（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21件であった。その内訳は、新星・超新星：10件、
彗星（または彗星状）：2件、発光物体6件、天文現象の質問
3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、8月にあった新星の通報では、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、NOVA 
MONOCEROTIS 2012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5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、国立天文台博物館（仮称）について、基
本理念や組織などの準備・検討を行った。
　国立天文台博物館構想については、11月3～4日に国立天
文台博物館構想シンポジウムを国立天文台三鷹にて開催し
60名の参加があった。さらに、天文情報専門委員会の下に
国立天文台博物館構想小委員会を設置し、年度内に3回の会
議を実施した。その結果、博物館構想については時期尚早と
いう結論に至り、平成25年度以降は「国立天文台ミュージ
アム」構想として、最新天文学の展示・紹介をメインとした
過去・現在・未来について扱うミュージアムを新たに計画し
直すこととなった。このため、平成25年度よりアーカイブ
室を発展的に解消し、普及室の施設公開部門と一体化した
「ミュージアム検討室」が設置されることとなった。
　また、機構長裁量経費3年目の事業として、太陽塔望遠
鏡の機能回復作業を実施し、ドーム回転、開閉機構の回復、
シーロスタット動作機構を回復し、太陽光の導入が行えるよ
うになった。

7. 図書係の活動

　定常業務として天文学を中心とした学術雑誌・図書を収
集・整理し台内外の学生・研究者に提供する中、平成24年度
は、これまでに収集した貴重書のデジタルデータを公開した。
また、蔵書点検を行い目録と資産情報を整備した。
　なお、三鷹図書室・各観測所の蔵書冊数及び所蔵雑誌種数、
天文台の継続出版物の出版状況については、機構  図書・出版 
に掲載している。

8. 出版室の活動

　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）
◦国立天文台パンフレット（欧文）
◦国立天文台ニュース　No. 225～No. 236（平成24年4月号
～平成25年3月号）
◦国立天文台年次報告　第24冊　2011年度
◦ANNUAL REPORT OF THE　NATIONAL ASTRONOMICAL 
OBSERVATORY OF JAPAN  Volume 14 Fiscal 2011
◦国立天文台報　第14巻第3･4号および第15巻第1･2号

　2012年度は、国立天文台ニュースのさらなる誌面の充実を
図った。とくに2011年度に試みた研究・教育他の諸業務テー
マ別編集の成果を踏まえて、さらにその発展形として国立天
文台のプロジェクト広報支援の戦略的展開を図った。一例と
して、6月号の「特集・アルマ望遠鏡のすべて・後編」は通
常号の2倍以上の36ページでスタッフ・インタビューを中心
に構成した。その後、3月号の前編と合わせて、この特集両
号の記事は、チリ観測所のwebページで「アルマ人」として
コンテンツ化された。今後も、国立天文台ニュースの記事が
各プロジェクトの広報コンテンツ用リソースとして共用＆発
展活用されるように、各プロジェクトとの連携を密にした一
体的・基盤的な記事制作を推進していく予定である。
　定期刊行物以外としては、「ずはる」画像をまとめて、2012
年カレンダー「NAOJ SUBARU Telescope」を制作した（2005
年から通算8作目）。また、例年同様に「三鷹地区特別公開ポ
スター類」の制作支援を行った。
　出版コンテンツの電子化の取り組みとして、国立天文台パ
ンフレット（和文）の電子書籍化、IAU総会用に国立天文台
パンフレット（欧文）ダイジェスト版の電子書籍化を行った。
今後は、既存の記事リソースを電子コンテンツとしても整
備・制作して、冊子+ネットの複線化による発信力の強化を
図る予定である。
　一般天文学普及関連として、5月の金環日食における各種
の広報・普及情報の編集・発信および印刷物などの制作を
行った。さらに9月公開の映画「天地明察」では、国立天文
台ゆかりの渋川春海が主人公ということもあり、タイアップ
企画として「北極星を見つけようキャンペーン」の各種コン
テンツの制作を行った。
　2012年5月21日の金環日食、2013年2月16日に地球に接
近かすめて通過した小惑星2012 DA14、2013年3月に明るく
なったパンスターズ彗星など、一般にも注目度の高い天体や
天文現象の観測撮影・画像処理を行い良質な公開画像を作成
して、国立天文台ホームページにて公開した。
　2011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3集・春編、第4集・冬偏の企画・制作アドバイス
および監修を行った。また、三鷹キャンパス紹介の記念切手
「天文台があるまち・三鷹」のデザイン制作を行った。
　2011年度に引き続き、海外天文教育支援プログラム「君
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もガリレオプロジェクト」のタイ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

（1）第4回東京国際科学フェスティバルの開催
「第 4回東京国際科学フェスティバル（Tokyo International 

Science Festival：以下TISF）」を 9月 8日（土）～ 10月 8日
（月）に開催した。この間、首都圏の66会員により134のイベ
ントが実施され、全体で3万人を超える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、ブリティシュカウンシル、(財 )日本科学技術
振興財団、東京理科大学、三鷹市、NPO法人三鷹ネットワー
ク大学推進機構等の職員が中心となり、第4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4回TISFは運営された。

（2）第3回国際科学映像祭
　第 3回国際科学映像祭（International Festival of Scientific 
Visualization）を 8月 1日（水）～ 9月 30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54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
1,008,597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（ソフィア堺）を開催した。本イベントは第3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、天文情報センターが事務局となって運営された。
本イベントは、文部科学省及び宇宙航空研究開発機構、日本
プラネタリウム協議会の後援を受け、さらに、経済産業省の
JAPAN国際コンテンツフェスティバル2012（CoFesta2012）
のパートナーイベントである。

（3）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25年度以
降の拠点づくりを実施した。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。

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）、TMT推進室、重力波プロジェクト
推進室（以上Bプロジェクト）、JASMINE検討室、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、開発研究を行なう
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
の立ち上げを行なう。また、人材を育成するため大学院教育
にも積極的に参画している。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24年度の光赤外研究部（本

務）は教授1、准教授1、助教4、日本学術振興会特別研究員
2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）各種望遠鏡等による観測的研究
　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。おとめ座銀河団内での星生成活動や、銀河
から剥ぎ取られたガスの電離の研究が行われた。昨年度から
進めてきたすばる主焦点カメラのクロストークの定量的解析
の結果を発表した。

18.　光赤外研究部
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　太陽系外惑星の直接撮像法による探索が継続して行われた。
　古暦、文献による天体現象の研究、および、天文アーカイ
ブデータと天文データベースを用いた活動銀河核の自動判定
や銀河の形態とSEDに関する統計的研究なども進めている。
　天文アーカイブデータを使った研究として、公開されてい
るSDF/SXDFカタログの測光原点をSDSSカタログと定量的
に比較した研究も行われた。

（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た。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ファイルシス
テム利用技術WGに参加し、ストレージの大容量化にともな
う困難克服と、より効率的なストレージ利用のための研究を
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。全台の計算機レンタル更新に伴い、すばる棟
1Fアーカイブ室の機器配置変更やスペース確保など、データ

センターとの綿密な連携のもと、協力を行った。
　研究環境整備の一環としてすばる棟のプリンタおよびレン
タル複合機、TV会議システム（2F、3F）、サブネットワー
クの管理運用、すばる事務室へのデータバックアップサーバ
の運用を行った。また、老朽化したプリンタの更新と設定も
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 JTPF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。三鷹での特別公開（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。岡山天体物理観測所の公開日への協力を行った。

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33名を受け入れ、大学院教育を行っている。
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11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
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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観測環境
を守ることである。1932年米国のK. ジャンスキーが初めて偶
然に天体から来る電波を発見した。以来、電波で天体を観測
する手法が著しい進歩を遂げ、光とは違った電波で見る新し
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す電気電子機器に起因する「人
工電波妨害」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。日々の大切な情報源
であるテレビ放送も、デジタル化によりさらに発展してい
く。そして、このように有限な資源である「電波」は、その
応用の利便性の故に、利用効率を上げながら需要を拡大させ
るであろう。そのため、「電波天文観測のための“空”」を維
持するには、より一層の努力が必要となる。

（1）役割および構成
　電波天文周波数小委員会は、電波天文観測に影響を与える
人工電波から観測を守り、またその保護活動の重要性を周知
していくことである。電波天文は電波を出さない、他の無線
通信業務に電波妨害を与えない静かな存在である。従って、
保護に対する広い理解と協力を得るためには積極的な努力が
必要になる。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の説明をしながら、保護の重要性をご
理解いただいている。
　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。2012年度も活動の一環として、こ
うした調整活動に積極的に参画しながら、国内の電波天文コ
ミュニティ（日本の電波天文研究者の集まり）の意見を代表
し、その役割をはたしてきた。
　小委員会は、国立天文台と日本国内の大学や研究機関に属
する委員により構成されている。

（2）現状の課題
　電波天文周波数小委員会は以下の新しい干渉問題と取り組
んでいる。

◦自然災害に対応した無線業務の発生と増加：

東日本大震災以降、災害対応新規業務からの干渉妨害が増
えた。
◦新しい電波応用の発生と進展：

UWB（Ultra Wide Band）は低レベル・広周波数帯域利用技
術であり、低レベルが故に無線免許が緩和されている。
◦電波の有効利用で発生する空き周波数帯域の転用：

TV放送のデジタル化により、空き周波数帯は携帯電話な
どに追加配分される。

　こうした電波応用（無線業務）を原因とする干渉は、その
周波数帯により大きく干渉影響が異なる。幸い、幾つかの周
波数帯が電波天文観測に優先的に無線通信規則（RR: Radio 
Regulations）で割り当てられている。しかし、電波応用帯域
と電波天文観測帯域が同じ優先度の場合には、共存のための
話し合いが必要になる。電波天文観測は、宇宙の遠く離れた
天体の発する極めて微弱な電波を捉えなければならない。地
上における非常に微弱な不要電波さえ、電波天文の観測に大
きな影響をあたえるからである。
　対策が必要とされる干渉源は、23 GHz帯災害対応 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
帯次世代新規衛星放送（水メーザ観測に与える影響）、
1.6 GHz帯災害対応衛星携帯電話（パルサー観測等への影
響）、幾つかの UWB新規無線応用、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、年々増加の傾向がみられる。

（3）国際活動
　無線業務の周波数配分を決めている無線通信規則（RR: 
Radio Regulations）は世界無線通信会議（WRC）会合で 3～
4年に 1度改訂される。直近では、2012年 2月にWRC-12が開
催された。電波天文観測が保護される周波数帯も、これらの
RRに記載されている。次回のWRC-15に向けてRR改訂のた
めに必要な多くの準備会合が、毎年スイス国ジュネーブで開
催されている。電波天文周波数小委員会に関係する審議は、
WP7D（電波天文）会合とWP1A（周波数管理）会合である。
日本の電波天文の立場を代表し、国際会合に参加してきた。
また、WRC-15に向けたアジア・太平洋地域の会合（APG会
合）にも毎回参加し、アジア地域の意見形成にも寄与してい
る。2012年度は 6 月にジュネーブで開催された ITU-R WP7D
会合、また9月にベトナムで開催されたAPG会合などの各種
会議にも参加し、電波天文の観測周波数帯保護に携わってき
た。

（4）国内活動
　電波天文周波数小委員会の国内活動は大きく二つある。総
務省主催の委員会への参加、ならびに総務省が直接・間接的
に関係する電波干渉源との折衝活動である。干渉源との折衝
活動は国内活動の大きな特徴である。
　総務省主催の委員会は、上記国際会議に対応した国内会議
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であり、国際会議への日本の対処方針を出す。それ以外の総
務省主催会議は、総務省が政策的に推進する電波応用の技術
審議会あるいは総務省が仲介する電波干渉源との折衝の場
である。電波天文観測保護に直接的な影響を与える “折衝 ”
は、前出項目（2）の各干渉問題に対応し、並行的に行われ
てきた。
　以下に、前出項目（2）干渉問題の内いくつかの例を挙げる。
　新規 UWB無線応用としては、物流・製造現場の物の流
れを掴む測位目的の UWB応用がある。この UWB周波数帯
は、大陸間プレート移動を定常的に検出している VLBI観測
に干渉影響を与える。RR保護対象の帯域ではないが、地震
災害予知の観点で重要であり、総務省の特段のご配慮をいた
だいている。また、24 GHz帯車載レーダは、観測所近傍の
離隔距離を決め、レーダの自動スイッチオフを義務付ける方
向で法制化された。進行中の 79 GHz帯高分解能車載レーダ
は今後の普及が予想される。その干渉妨害として、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。一方で、車載
レーダは人命の安全に深く関わってくることから、これまで
相互の合意が得られるよう折衝に努めてきた。

　自然災害による CATVケーブル切断時は、23 GHz帯無線
伝送で応急接続される。さらに、災害時には地上携帯に替
わって衛星を利用した携帯電話が有効である。一方、23 GHz
帯では、宇宙膨張に伴う赤方偏移によりアンモニア分子輝線
（RR電波天文保護バンド）が該当帯域に入り込む。静止と周
回衛星を使った衛星携帯電話の干渉は、総務省が仲介し、干
渉検討が行われ、電波天文は被干渉側として、衛星携帯電話
の災害時利用の重要性を踏まえながら、与干渉側と話し合い
利用条件の合意書を締結した。
　新電波応用として、21 GHz帯次世代衛星放送計画（HDTV
画質の 16倍解像度）が計画されている。22 GHz帯電波天文
バンド（重要な水蒸気観測帯）に近接し、その影響が憂慮さ
れている。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影響を
与える。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い、
事実関係の広い周知を目的に記者会見も実施した。
　これら折衝とは別の活動として、電波天文コミュニティの
所有する電波望遠鏡の受信設備保護申請のサポートも重要な
業務の一部となっている。

20.　太陽天体プラズマ研究部

　太陽天体ブラズマ研究部は、太陽観測所、ひので科学プロ
ジェクト、野辺山太陽電波観測所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既に、観測（飛翔体観測と地上観測）

と理論研究とを総合して行う時代に入っている。科学衛星
「ひので」の運用は継続的に安定した定常運用体制が実現し
ている。世界の各宇宙機関で行われたレビュー（平成 22年
度）にて得られた科学的成果に関する高い評価により、各宇
宙機関とも、平成 25／ 26年度まで「ひので」運用を継続す
ることが約束されている。平成 24 年 8月 14－ 17日に、英
国・セントアンドリュース市において行われた第 6回国際ひ
ので科学会議を支援している。

2. 教育活動

　平成 24年度、当該研究部に所属する教官を指導教官とす
る学生は、東京大学・2名、総研大・2名で、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。また、各プロジェクトの支援のもと、京都大学・名古屋
大学と連携して、学部学生が太陽関連研究施設を回る「太陽
研究最前線体験ツアー」を企画・運営している。

3. 国際協力
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21.　理論研究部

1. 概要

　初期宇宙から銀河・恒星・惑星形成、コンパクト天体の活
動性、天体プラズマ現象に至るまで、宇宙のさまざまな階層
構造の進化・形成過程とダイナミックスおよび物質の存在形
態を理論的に研究している。すばる望遠鏡、アルマ望遠鏡お
よび野辺山電波望遠鏡やあらゆる波長域の観測衛星による観
測天文学との共同研究、プラズマ物理、素粒子・原子核物理
等の隣接研究領域との学際的共同研究、国立天文台天文の
スーパーコンピュータや理論研究部の専用計算機群を用いた
計算機シミュレーション研究、等により多岐にわたって特色
ある研究を推進している。
　理論研究部は、国内外に開かれた天文学および宇宙物理学
の研究拠点の一つとして優れた研究環境を提供し、国内およ
び海外からの研究者を客員教授等として幅広く受入れ、常任
の教授・准教授・助教および特任助教、国立天文台研究員、
日本学術振興会特別研究員、総合研究大学院大学・東京大学
大学院の大学院生とともに、極めて活発な研究活動を展開し
ている。理論研究部を中心に観測天文学、実験物理学を横断
する国際会議、国内研究会および数多くのセミナーを主催
し、さまざまな研究分野の活動を牽引している。特に若手研
究者の有力な研究場所の一つとして研究成果を生み出し、大
学および研究機関との人事交流が活発である。

2. 現員と異動

　2012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、および天文シミュレーション
プロジェクトを本務とし、理論研究部を併任する教授 1名、
助教 1名で構成されている。研究教育職員に加え、特任助教
2名、国立天文台研究員 6名、日本学術振興会特別研究員 1
名、ならびに以上の研究教育職員等を支える事務支援員 1名

の体制をとっている。固武慶は 3月末をもって助教を辞し、
福岡大学准教授として転出した。

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
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）：45
欧文報告（国際会議講演）：96

　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からリストアップする。

◦偏光分光観測で迫る超新星爆発の 3次元構造（田中雅臣、
他）
◦「中年」銀河系外超新星の赤外線観測：超新星爆発と超新
星残骸をつなぐ（田中雅臣、他）
◦磁気リコネクションの磁気散逸領域の衛星プラズマ観測
（銭谷誠司、他）
◦原初磁場のビッグバン元素合成に対する影響とその制限
（山崎 大、日下部元彦）
◦高速磁気リコネクションにおける 3次元磁気散逸機構（藤
本桂三）
◦前原始星コアの内部構造について（中村文隆、他）
◦新しい β崩壊半減期の rプロセス元素合成へのインパクト
（梶野敏貴、鈴木俊夫、他）
◦アクシオンと長寿命暗黒素粒子の混合模型によるビッグバ

　科学衛星「ひので」は、米国 NASA、英国 STFC、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主査：常田）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。「ひので」取得の全データ即時公
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。
　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（平成 24年 12月より主査：
渡邊）、および Solar-C検討室（サブ・プロジェクト　室長：
原）にて、国際協力を前提にした検討を進めている。
　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。地上観測に関する将来計画につい
ても検討を開始しており、国内諸機関、また東亜諸国との国
際協力を視野に入れている。
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ン元素合成の解決策（梶野敏貴、他）
◦超新星・太陽・原子炉ニュートリノ捕獲のための C13標的
核の提案とニュートリノ捕獲断面積の精密な理論計算（鈴
木俊夫、梶野敏貴、他）
◦爆発的元素合成モデルによる超新星起源隕石の分析とニュー
トリノ混合角 θ13および質量階層の決定（梶野敏貴、他）
◦ニュートリノ天体核反応と高励起ガモフ・テラー遷移（梶
野敏貴、他）
◦超新星ニュートリノ過程と Nb 92および Tc 98の起源（梶
野敏貴、他）
◦初期銀河の化学進化とブラックホール形成を伴う超新星で
の rプロセス元素合成（Michael Famiano、梶野敏貴、他）
◦超新星からの非対称ニュートリノ放射とパルサーキック
（梶野敏貴、他）

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）、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）、明治大学
（原子核物理）
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）、東京大学
（惑星科学）
中村：東京大学（天文学特別講義 III）、大阪府立大学（物理
科学特別講義）、北海道大学（宇宙理学特別講義 1）、茨城大
学（宇宙進化学）、千葉大学（計算物理学特別講義 III）
浜名：東京農工大学（地学）
堀：神奈川大学（天文学概論）

　また、工藤は総研大サマースチューデントの機会を利用し
て、学部レベルの学生に研究の現場を体験させた。一方、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：あきたっこグローバルビジョン目指せ未来の国際人
（にかほ市立平沢小学校）
梶野：スーパーサイエンス高校レクチャー（神奈川県立横須
賀高校）
工藤：ふれあい天文学（新潟市立真砂小学校 )）
小久保：スーパーサイエンス高校レクチャー（石川県立金沢
泉丘高等学校、東京都立日比谷高等学校）
堀：ふれあい天文学（大阪府枚方市立菅原東小学校）

5. 広報普及活動

　理論研究部の研究教育職員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。大
須賀は、朝日カルチャーセンター（中之島）で「ゼロからわ
かるブラックホール集中講義」を行った。小久保は、朝日カ
ルチャーセンター（新宿、横浜、京都）、池袋コミュニティ
･カレッジ、六本木天文クラブ、Newton、いわて銀河フェ
スタ、サイエンスカフェ、NHK文化センター、スーパーコ
ンピュータ京を知る集い in東京、愛媛大学宇宙進化研究セ
ンター講演会、スターアイランド 2012、宇宙の？に挑む：
私たちがここに存在する不思議において、「太陽系」に関す
る種々のテーマについて講演を行った。田中は、朝日カル
チャーセンター（横浜）で「超新星爆発」についての講演を
行った。堀は、まるのうち宇宙塾、理の惑星で「宇宙に溢れ
る無数の惑星たち」、「惑星科学ナイト vol.2」、「惑星科学遊
戯」について講演を行った。

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、国際天文学連合系外惑星委員会を引き続き務めた。

7. 受賞

　大須賀は、K. Ohsuga, S. Mineshige, M. Mori, Y. Kato 2009, Vol.61,  
L7-L11, "Global Radiation-Magnetohydrodynamic Simulations of 
Black-Hole Accretion Flow and Outflow: Unified Model of Three 
States"の論文で平成 24年度第 17回日本天文学会欧文報告論
文賞を受賞し、またブルーバックス「ゼロからわかるブラッ
クホール」を著して平成 24年度第 28回講談社科学出版賞を
受賞した。小久保は、科学技術政策研究所から 2012年ナイ
スステップな研究者に選定された。

8. 国外からの主な訪問者

　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。以下が主な訪問者のリストである。

BALANTEKIN, Akif B.（米国、ウィスコンシン大学）
BOYD, Richard N.（米国、カリフォルニア大学ローレンスリ
バモア研究所）
CHEN, Huei-Ru（台湾、チンファ大学）
CHEOUN, Myung-Ki（韓国、ソンシル大学）
CHOI, Ki-Seok（韓国、ソンシル大学）
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DELIDUMAN, Cemsinan（トルコ、ミマールサイナン工芸大
学）
DELIDUMAN, Yamac（トルコ、ミマールサイナン工芸大学）
FAMIANO, Michael（米国、ウエストミシガン大学）
HACAR, Alvaro（オーストリア、ウィーン大学）
JINGQI, Miao（英国、ケント大学）
KAUFFMANN, Jens（米国、カルフォルニア工科大学）
LATTER, Henrik（英国、ケンブリッジ大学）

MATHEWS, Grant J.（米国、ノートルダム大学）
OGILVIE, Gordon（英国、ケンブリッジ大学）
PHILIPPE, Andre（仏国、サクレー研究所）
RYU, Chung-Yeol（韓国、ハンヤン大学）
SHANTANU, Basu（カナダ、西オンタリオ大学）
SO, Woon-Young（韓国、カングァン大学）
THUSHARA, Pillai（米国、カルフォルニア工科大学）
YONG, David（豪州、オーストラリア国立大学）

「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・推進およ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。
　2012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）のタイで
の活動を支援した。
　また、国際協力協定および覚書の締結や、共同研究に関わ
る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 2012年 8月 20日に中国国家天文台（北京）
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の 2013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）を共同開催した。
　2012年 8月 19日－31日に、北京（中国）にて開催された
第 28回国際天文学連合総会において、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。
　国立天文台と国際天文学連合との間に締結された「国際
天文学連合天文学広報普及室」（The IAU Office for Public 
Outreach）を国立天文台内に設置する協定に基づき、Public 
Outreach Coordinatorの国際公募と採用手続きを行った。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、2012年 12月 3日－ 8日に箱根で開催された野辺
山宇宙電波観測所 30周年記念国際会議 "New Trends in Radio 
Astronomy in the ALMA Era? The 30th Anniversary of Nobeyama 
Radio Observatory"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った。

22.　国際連携室



II   各研究分野の研究成果・活動報告 117

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、2011年度から始まった「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－」事業の取りま
とめを行い、新たに埼玉大学と兵庫県立大学の参加協定締結
を支援した。
　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。


