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Ⅱ 各研究分野の研究成果・活動報告

1　ハワイ観測所

1. ハワイ観測所スタッフ

　平成26（2014）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19名（うち三鷹勤務6
名）、技術職員6名、事務職員3名、専門研究職員5名（三鷹勤
務）、研究員1名（三鷹勤務）、事務支援員7名（三鷹勤務）お
よび、併任とする研究教育職員11名（うち三鷹勤務10名）、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83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、観測装置及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26（2014）年度に
は以下のような重要な研究成果が研究論文として発表された。

（1）遠方銀河の観測では、可視の広視野カメラSuprime-Cam
の狭帯域フィルターを用いて、z = 7の時代（宇宙年齢が7
億年）に7つのLyα銀河を発見した。しかしその数密度が、
z < 6.6（宇宙年齢が8億年以上）で同様に見つかっていたLyα
輝線銀河と比べて劇的に少ない（1/5以下）ことから、宇宙で
はこの期間に急激に電離が進んだため、昔に行けば行くほど
中性水素の割合が一気に増加し、したがってLyα輝線が抜け
出せず我々の観測にかからないことが示唆された。

（2）天の川銀河の星の観測では、高分散可視分光によって、
重元素量が極端に低い大昔に生まれた星の中に、これまでに
知られていないような特異な元素組成分布を持つ星を発見し
た。従来の超新星モデルと比べて炭素やマグネシウムなどの
軽い元素やコバルトの量が特に少なく、太陽の1000倍のよう
な巨大質量の初代星の爆発モデルによって初めて説明されう
ることがわかった。初代星は巨大質量であったことが理論か
ら予測されていたが、観測的に初めてその証拠が得られた。

（3）新星とよばれる星の爆発現象の観測では、2013年8月に発
見された新星を高分散可視分光し、リチウム元素がこの新星
で大量に生成されていることを突き止めた。リチウムはビッ

グバン時に生成されるとともに、恒星のなかや新星、超新星、
星間空間などさまざまな場所で作られると推定されており、
宇宙における元素の起源や物質進化を探る試金石となる元素
であるが、リチウムを生成・放出している天体が直接的に観
測されたのは今回が初めてである。新星爆発が現在の宇宙に
おけるリチウムの主要な起源であることが明らかになった。

（4）太陽系内天体の観測では、木星の衛星であるガリレオが
木星の影に入る食中に、近赤外線カメラ IRCSおよび補償光
学によって解像度を上げた撮像観測を行った。その結果、食
中で太陽光に直接照らされていない食の状態にもかかわらず、
わずか（通常の 100 万分の1程度）に輝いている現象を発見し
た。木星の上層大気に存在する『もや』によって散乱された
太陽光が、影の中にあるガリレオ衛星を照らしていると考え
られる。

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（S 14A期）、下半期8月
1日－1月31日（S 14B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。S 14A
期 70課題（104夜）｛応募総数163課題（403.6夜）｝、S 14B期 
58課題（103夜）｛応募総数 133課題（366.7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。S 14A期および S 14B期において （ハワイ大学時間
を除く）共同利用に採択された上記課題のうち、14件（S 14A
期 11件、S 14B期 3件）は外国人P Iの課題であった。共同研
究者を含む応募者の延べ人数では、国内機関に所属するもの
1806名に対して、海外642名、採択課題の研究者延べ人数では
国内891名に対して海外260名である。 
　S 14A期および S 14B期の共同利用観測者は、延べ422名

（うち外国人60名、三鷹キャンパスからのリモート観測者34
名）であった。国立天文台三鷹では、観測課題公募・審査、国
内の研究者による観測のための出張手続き、旅費支給事務を
行い、ハワイ観測所では、観測スケジュールの作成、ハワイ
での観測者の宿泊、交通、観測などの支援を行っている。S 
14A期およびS 14B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、主鏡蒸着等の予定されていたメン
テナンスによるダウンタイムを除いて、平均94.8 %の観測可
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能時間割合を達成した。装置トラブルにより約3.4 %、通信系
トラブルにより約0.2 %、望遠鏡トラブルにより約1.6％のダ
ウンタイムがあった。
　S 14A期およびS 14B期にヒロ山麓施設からのリモート観
測は行われなかったが、S 14B期から機能を限定して試行が
始まった国立天文台三鷹キャンパスからのリモート観測（山
頂観測者に加えて、リモート側でも観測者が参加する形式）
は30夜（8課題）行われた。また、サービス観測は7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S 14A期5夜、S 14B期3夜、ケッ
クとはS 14A期6夜、S 14B期5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。本
年度は可視第3鏡、赤外第3鏡の再蒸着を行った。蒸着作業中
は第3鏡の駆動装置の改修もあわせて行い第3鏡交換作業が確
実に行えるようになった。またHSC・TUEのトップユニット
取り付け・取り外し作業をディクルーへ引き継いだ。不具合
への対処として、主にミラーカバーセンサー、メインシャッ
ターセンサー、シャックハルトマンセンサーのシャッターの
メンテナンスを行った。ドームボギーラバースプリングの交
換、トップユニット交換装置への機能追加、ドームバーコー
ドの更新等の作業を行い、予防保全に努めた。
　このほか、さらなる望遠鏡の性能および運用効率の向上を
進めつつ、製作から10年以上が経過した望遠鏡制御機器の更
新を進めた。本年度に更新あるいは改修したローカル制御装
置は、カバー制御ユニット、主焦点視野回転・大気分散補正
制御ユニット、ドームサーボ制御プロセッサユニット、ドー
ム駆動制御ユニット、第3鏡ユニット着脱制御ユニット、バ
ランサ制御ユニット、望遠鏡制御計算機システム、主鏡アク
チュエーターCPUカードである。
　今年度は毎年実施している機械系保守項目に加え、メイン
シャッター、ドームボギー、トップスクリーンの点検を行っ
た。また、望遠鏡ステータスを取得して期待される状態であ
るかチェックするスクリプトを開発し、毎日実行することで
不具合を早期に発見することが可能となった。

5. 装置運用・開発

　平成26（2014）年度は、前年度から運用している9つの
共同利用装置すべてをほぼ安定に運用してきた。共同利用
に供した観測装置は以下である：超広視野主焦点カメラ

（HSC）、主焦点カメラ（Suprime-Cam）、微光天体分光撮像装
置（FOCAS）、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）、およびレーザーガイド星補償光学システム

（AO188/LGS）。
　平成25（2013）年度末に共同利用を開始したHSCについて
は、ソフト／ハードウェアの改良によりフィルター交換機構、
シャッター、オートガイド機構の安定性が格段に向上してき
ていることが確認された。また、HSCの運用やメンテナンス
作業を、開発チームからハワイ観測所へ引き継ぐための議論
と体制作りを開始した。
　それ以外の既存装置アップグレードとして、HDS用多天
体導入ユニットの開発、MOIRCS 検出器の更新、IRCS と
COMICSへの偏光機能の追加などが進められた。HDSにつ
いては、ユニットを支える支持機構がハワイに到着して機械
的インターフェースの検討が行われると同時に、ファイバー
を含めた光学系の製作が日本で進められている。MOIRCSの
検出器については、新しい検出器の駆動に必要なコンポーネ
ントが揃い、性能評価やパラメーターの最適化などが進め
られた。IRCSについては偏光機能の試験観測を行い、偏光
性能の評価やデータ較正方法の検討などが進められた結果、
S15B期から共同利用に公開されることが決まった。
　一方でHSC以外の既存装置については、今後のすばる望遠
鏡の装置戦略を考えるために競争力、需要、論文数、トラブ
ルやメンテナンスの負担、などの実績をまとめる作業が行わ
れ、それを元に今後各装置をどのように維持または運用停止
していくべきかの議論が進められた。またその結果をまとめ
た装置計画案がユーザーズミーティングで提案された。運用
停止を含めた観測装置計画は引き続き検討を進めて行く。
　持ち込み装置としては、昨年度に引き続き高コントラスト
コロナグラフ撮像装置（HiCIAO）、および可視光面分光装置

（Kyoto-3DII）が共同利用観測に供された。極限補償光学コロ
ナグラフ（SCExAO）は昨年度に引き続き試験観測が行われ、
低次波面補償モード、準静的スペックルノイズを抑制する技
術、およびSCExAOと組み合わせて、可視波長域での高空間
分解能観測を可能にする光干渉計モジュール（VAMPIRES）
の試験が完了した。これらの観測モードはS 14B期より共同
利用観測に供されており、主に系外惑星の直接撮像観測で
活躍しつつある。SCExAOは、引き続き極限補償光学を実現
するための高次波面補償モードの試験が進められており、S 
15A期から試験的に共同利用観測に供される予定である。カ
ナダの研究機関と共同で開発された多天体補償光学装置

（RAVEN）は、平成26（2014）年5月にファーストライトに成
功し、多天体補償光学の性能実証試験が行われた。RAVEN
はTMTの多天体補償光学装置のためのサイエンスデモンス
トレーターとして、引き続き性能評価試験を行い、S15A期に
共同利用観測としてサイエンス観測が行われる予定である。
　新規持ち込み装置としては、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）の開発が進められている。IRDについては、昨
年度に引き続き装置受け入れについての審議を行ってきたが、
懸念事項であった受け入れスケジュールを見直し、受け入れ
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ることとなった。これらの装置は、ともに平成27（2015）年
度中にハワイ観測所に輸送され、平成28（2016）年度からの
試験観測開始を目指している。その他、東京大学が建設中で
ある6.5 m望遠鏡（TAO）用の観測装置である近赤外線、中間
赤外線観測装置であるSWIMS、MIMIZUKUのすばるへの持
ち込み提案について、観測所の運用への影響を調査し、受け
入れの可能性について審議を行っている。
　HSCに続くすばる望遠鏡の主力装置として、望遠鏡主焦
点に搭載する主焦点超広視野分光器（PFS）の設計、開発を
進めている。PFSは約2,400本の光ファイバーで、主焦点か
ら天体の光をドーム内に設置した4台の分光器に導いて、波
長0.38–1.26 μmのスペクトルを同時に観測できる装置である。
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
ト管理の観点から受け入れのための審議を行っていたが、天
文学的な重要性とハワイ観測所の将来装置計画の観点から、
観測所の公式プロジェクトとして承認された。
　さらに、HSC、PFSに続くすばる望遠鏡の大規模装置計画
として、広視野にわたって大気揺らぎが補償された星像が
得られる地表層補償光学（GLAO）計画の検討を行っている。
この計画は、可変副鏡と新たな広視野近赤外線撮像分光装置
の開発からなり、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26（2014）年度には、GLAO用の近赤外広視野他天体分
光装置について、オーストラリアの研究機関を交えて検討を
行った。GLAO、および装置の概念設計について、これまで
の検討をまとめたレビューを平成27（2015）年度中に行う予
定である。

6. 計算機システム

　今年度も、昨年度に引き続き第4期計算機システムを、安定
的に運用することを目標とした。システムの大きなトラブル
や不正アクセスなどの外部からの攻撃・侵入はなく、安定し
た運用ができた。
　観測データのアーカイブシステムは、昨年に引き続き本運
用を継続中である。大きなトラブルもなく順調に運用を行っ
ている。後述するHyper Suprime-Cam（HSC）による戦略枠
観測プログラム（SSP）が進行中であり、そのプログラムの
ユーザから要望のあった、バッチ処理的なデータダウンロー
ドの仕組みを継続して開発している。
　観測データアーカイブの三鷹システムも、ハワイの本シス
テムと同様に安定した運用を継続中である。
　三鷹に設置されている遠隔観測モニターシステムについて
は、これまでの試験運用による経験を踏まえ、今年度より時
間を限っての本運用を開始した。今年度は25の観測プログラ
ムが遠隔観測モニターシステムを利用し、合計の利用夜数は
28夜であった。遠隔観測モニターを業務とする研究員を雇用
し、今後はさらに遠隔観測モニターの夜数を増やす予定にし

ている。プロポーザルの受付を行うシステムも順調に稼働し
ている。
　Hyper Suprime-Cam（HSC）から産出される大量のデータ
を効率的に処理する計算機システムを平成22（2010）年度と
平成23（2011）年度に導入したが、今年度はストレージを増
強し、インタラクティブ処理とデータベース処理を行うサー
バを導入した。また、本計算機システムはデータ処理時に処
理計算機からストレージへのアクセスが大量かつ頻繁に行わ
れるが、このアクセス速度が遅く、処理全体を遅くしてい
る。このため、高速データ入出力を可能とする、NFSに替わ
るファイルシステムを試験的に導入するための試験環境を導
入することになり、今年度末までにハードウェアとファイル
システムのソフトウェアが納品された。平成27（2015）年度
早々より、試験計算機群の立ち上げと試験を計画している。
　ハワイと三鷹の間の専用ネットワーク回線は平成26（2014）年
4月から単年度契約による調達に移行した。このため、平成
27（2015）年4月からの1年間の専用ネットワーク回線を提供
する業者を選定するための入札を行った。回線速度はHSC
から出力されるデータ量を踏まえ、今年度の2倍にあたる
2 Gbpsとした。提供業者が選定され、平成27（2015）年4月の
回線共用に向けて準備を行った。
　平成26（2014）年後期の観測セメスターから、観測者など
業務のためにハワイ観測所に来る人が記入する来訪申請書を、
従来の紙・FAXによる受付からWebサイトでの受付に移行し
た。またこれとは別に、遠隔観測モニターを行う研究者など
が、三鷹に来る前に記入するWebフォーム・受付システムを
開発中である。

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10名
であった。ハワイ観測所の教員（併任を含む）が主任指導教
員となっている総研大院生は18名であり、国立天文台の総研
大院生全体32名の半分を越えている。そのうちハワイ観測所
が本務の教員の院生は9名であった。
　平成26（2014）年度はハワイ観測所として4名の大学院生の
長期滞在を受け入れ、そのうち2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修
士が11名、博士が4名であった。そのうち国立天文台光赤外
グループ所属はぞれぞれ3名と1名であった。
　平成26（2014）年9月にはすばる秋の学校を開催し、全国の
大学から大学院生6名、大学学部生6名が参加しすばるのデー
タ解析講習や各種講義を行った。同11月には、すばる小委
員会の勧告を受け、中国上海にて初めてChina-Subaruワーク
ショップを共同開催した。中国のポスドクや学生が多く参加
した。全国の学部学生を対象としたすばる体験企画実習（10
月）および総合研究大学院大学のすばる観測実習（10月）を
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行った。
　また、ハワイ観測所では月に2–3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。また、三鷹では、種々のセミナーを国立天文台の他
部局や近隣の大学などと合同で開催している。

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（あるいは呼び起こして）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、メディアへの情報提供、記者会
見などの情報公開活動を行っている。本年度は成果発表21件

（和文・英文それぞれ10、11件）、装置開発を含む観測所の活
動紹介やお知らせ45件（和文24件、英文21件）などのウェブ
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にも情報を流
している。その結果、日本の新聞や地元新聞およびウェブで
のニュースに取り上げられてきている。また、従来からの
ウェブページのほかに、ツイッター、フェイスブックといっ
た比較的新しい方法での情報発信やYouTubeを含む動画配信
の取り組みが定着しつつある。このため写真・動画などの素
材作成にも注力している。取材対応（日本語28件、英語4件）
や報道機関からの問い合わせへの対応、教育機関や科学館な
どからの各種の質問への対応も継続している。
　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（2004）年度よ
り行っているすばる望遠鏡（山頂施設）見学プログラムでは、
専任の職員を主体に、見学案内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、第3鏡再蒸着作業のために見学を中断した12
月以外の期間に、559人が訪れた。ほかに111件の特別手配見
学も行ったため、総合計1,252人の訪問があった。これらは全
て、職員による案内付きの見学であり、日本語または英語で
行っている。
　山麓施設訪問の場合は、施設見学ばかりでなく、次の項目
に含まれる活動、すなわち職員による講演や職業指導、また
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。今年度の山麓施設
見学は日本語・英語のご案内を合わせて41件、451人であった。
　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

演会や学校への出前授業と並び、テレビ会議システムによる
日本向けの遠隔講演・遠隔授業も行っている。ハワイ観測所
山麓施設およびイミロア天文センターなど地元の近隣機関で
の講演・授業件数は56件、日本など島外での出張講演は12件、
遠隔講演は14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26件が含まれる。このときには736人への天文啓発
が実現した。
　オープンハウスという形での施設の特別公開は行っていな
いが、地元ヒロで毎年恒例となっているマウナケア山頂の観
測所群が参加する2つの合同イベントにおいて理科教室、展示、
デモ、説明などを行った。1つはハワイ大学ヒロ校でのオニ
ヅカ・サイエンス・デイでこちらは申込みにより全島から集
まった小学校高学年から高校生まで約600人の熱心な参加者
向けのイベント。のべ4件の理科教室と展示・デモを行った。
もう1つは地元のショッピングモールを会場とし、天文・地
球科学・ハワイ文化を含むイベントのアストロデイであり、
2,000人規模の市民、家族連れと交流が実現している。こうし
たイベントで職員が市民・生徒と直接対面し、交流すること
は、ハワイ観測所の活動への認識を高めてもらうために、有
効な場となっている。もちろんこのような活動も、ウェブサ
イトやソーシャルメディアでの発信素材である。
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2　岡山天体物理観測所

　岡山天体物理観測所（以下、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。同時に立地条件および観測環境を生かして独
自の研究活動も展開している。なお、2014年10月に岡山県の
主導で、観測環境の保全を目的とした第17回国立天文台岡山
天体物理観測所観測協力連絡会議が岡山市で開催され、観測
環境の保全に関わる協力体制の継続が確認された。
　188 cm望遠鏡の共同利用では、年間230夜前後の観測が全
国の研究者により実施される。観測所は機器の維持・運用や
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。また、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
どの活動を行う。
　大学等との共同としては、京都大学岡山3.8 m新技術光学
赤外線望遠鏡計画、東京工業大学ガンマ線バースト追跡プロ
ジェクトなどを進めている。一方、平成23（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」事業が始まっており、観測所からも188 cm望遠
鏡、91 cm望遠鏡、50 cm望遠鏡が参加している。
　独自の研究活動として現在、91 cm望遠鏡を超広視野近赤
外線カメラ（OAO-WFC）へと改造し、銀河面にある赤外線
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
鏡を機能更新し、系外惑星探索能力を格段に向上させる計画
を進めている。海外研究機関との協力にも積極的に取り組ん
でいる。
　2015年3月時点での観測所の人員構成は、常勤職員6名（内
訳：准教授2、助教1、主任研究技師1、技術員1、事務係長1）、
契約職員12名（内訳：特定契約職員3、研究員1、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
　2014年（暦年）は、前期（1月から6月）に122.5夜、後期（7
月から12月）に110.5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、前期はプロジェクト観測1件、学位論文支援プログラ
ム1件、一般観測12件へ、後期は同順に1件、1件、12件へ観測
夜が配分された。後期にはトルコ、韓国、ハワイからの観測
提案に対し各1件ずつ観測夜の配分があり、観測所ではそれ
らに対し観測支援を実施した。前後期ともに、望遠鏡・観測
装置の大きなトラブルはなく、共同利用観測は概ね円滑に遂
行された。なお、プログラム小委員会からレフェリーへ観測

提案書の評価を依頼するに当たっては、2006年に導入され申
請者を匿名としてきたこれまでの方式は2014年前期で廃止と
し、2014年後期からは申請者を明かす以前の方式を採用して
いる。

（2）観測・研究の成果
　2014年（暦年）の共同利用で観測された天体は前主系列星
まで含めて主として恒星であった。ほかには太陽系内天体、
AGN、QSOが観測対象となった。主な観測課題は、恒星の
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
る連星系とその活動性の探究、そして恒星の近赤外線精密相
対測光観測による系外惑星トランジット観測であった。また、
前年に増加傾向を見せた可視低分散分光観測による恒星の分
類や超新星等の突発現象のフォローアップ観測はそのまま高
止まりした。共同利用の枠の中で、多様な研究者グループに
よる多数の観測的研究が進められており、それぞれの研究成
果は、研究会や天文学会で報告され、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
会の集録および天文学会の報告などを参照されたい）。

（3）施設・設備の維持管理
　前年度までに188 cm望遠鏡の駆動系と制御系を更新し（黒
田ほか，国立天文台報，第17巻，19–39，2015参照）、観測
装置との連携を確立した。今年度は観測時の使い勝手、安全
性、保守性を一層高めるため、ソフトウェア面でのきめ細や
かな改良を進めた。6月の整備期間に188 cm主鏡のアルミ蒸
着作業と副鏡類の光軸調整作業を実施した。今年度は広島大
学1.5 mかなた望遠鏡主鏡と宇宙科学研究所1.3 m望遠鏡主鏡
のアルミ蒸着作業にも対応した。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。7月に188 cm望遠鏡とドームの注油作業を実
施した。一方、11月以降、毎月1回、188 cm望遠鏡の主鏡・
副鏡・第三鏡の洗浄作業を行い、可能な限り観測効率の維持
に努めた。188 cm望遠鏡ドームについては各部の日常点検
を定期的に行うとともに、摩耗・変形した上下スリットガイ
ドレールの補修（8月）、雨漏り改善のための外装パネル部の
補修（6月、8月）、老朽化した風洞部床網新替（8月、11月）、
観測装置を雨漏りから守るための北ピア東側屋根新設（9月）、
廻廊部床等の塗装（3月）、老朽化した電源線や電磁開閉器の
更新（随時）、1Fの照明の一部のLED化（8月）、ドーム周り
の再塗装（8月）などを実施し、施設・設備の維持管理に努め
た。また、今年度は、長年の課題であった真空蒸着装置から
の油漏れを防ぐために、油圧シリンダや配管の交換など油圧
系統のメンテナンスを行った（9月～3月）。以上の維持管理
作業ならびに観測装置の交換作業等を安全第一で進めた。そ
の結果、平成26（2014）年度には事故やヒヤリハット事象は
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発生しなかった。このほか、188 cm望遠鏡ドーム周囲のアス
ファルト舗装の補修、ならびに、本館2階仮眠室1室の防音工
事が実現された。

（4）会議
　プログラム小委員会を5月16日と11月14日に開催し、2014
年後期と2015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11日～12日に国立天文台三鷹キャ
ンパス大セミナー室にて、岡山ユーザーズミーティング（第
25回光赤外ユーザーズミーティング）を開催した。観測所及
びプログラム小委員会からの諸報告、リモート観測に向けた
準備状況、ユーザー主導の新たな観測装置計画（2件）などが
報告された。一方、共同利用に基づく研究成果発表、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が行われた。二日目には、京大
岡山3.8 m新技術光学赤外線望遠鏡計画の進捗状況が報告さ
れ、初期の研究課題、観測装置計画、完成前後の運用方式な
どについて提案がなされ、活発な議論があった。

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（HIDES-F）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、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）が達成で
きている。2010年に試験観測を行い2011年から公開してい
る。平成26（2014）年度には2編の学術雑誌論文が発行され、
2014年前機・後期には新規PI 3人を含む7プログラムの共同
利用観測（+ToO観測1件）が行われるなど、順調にその利用
が広がっている。また、波長分解能が約10万の高分解能ファ
イバーリンクについては、2015年前期からプロジェクト観測
の一部で使用してもらう形で評価を進めており、2016年の公
開を目指している。今年度の作業としては、制御計算機の更
新、より暗い星に対応するためのオートガイダーの改良（迷
光対策、プログラムの更新など）、HIDES-Fカセグレンユニッ
トに同架することになるKOOLS-IFUへの対応などを行った。
2014年前・後期のHIDES全体での採択課題数は6件と6件（う
ちプロジェクト観測1件と1件）であった。

（2）ISLE（近赤外撮像分光装置） 
　ISLEは近赤外線の撮像と低・中分散分光の機能を供する共
同利用装置で、2011年後期の共同利用観測からプロジェクト
観測および学位支援プログラムへも公開を始めた。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伸びている。2014年前期と後期に実施
された共同利用観測は5件と3件（うち学位支援プログラムは
1件と1件）であった。手法別では分光観測4件と測光観測（系
外惑星トランジット観測）4件であった。

（3）KOOLS（可視低分散分光撮像装置） 
　平成20（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。平成21（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。最近の共同利用観測では、
分光分類やモニター観測の需要の高まりによりKOOLSの利
用申請が増加傾向に転じており、2014年前期は4件、後期は
6件の観測が採択された。また、平成26（2014）年度には京
都大学3.8 m線望遠鏡の初期装置としての利用を視野に入れ
た、ファイバーバンドルを用いた面分光ユニットが京都大学
により開発された。そして、観測所の支援のもとに入射側が
HIDESのファイバーリンクユニットへ、出射側がKOOLSへ
組み込まれた。観測所時間から提供された2夜の観測機会で
試験観測が進められた。この面分光ユニットは2015年後期か
らPI型共同利用装置として公開が予定されている。ただし、
KOOLS本体の老朽化による小さな不具合が起き始めており、
長期利用には集中的な保守が必要となりつつある。

（4）その他
　平成26（2014）年度、188 cm望遠鏡の共同利用観測を観測
所外からネットワーク越しに実行できるようにするリモート
観測環境の整備を進めた。観測所内で試験を重ねた後、共同
利用観測者の協力を得て、観測所外からも円滑な観測が実施
可能であることを確認した。共同利用観測への公開に向けさ
らに整備を進めて行く。
　一方、188 cm望遠鏡用に新たに開発された持ち込み観測
装置（トランジット系外惑星大気研究用多色同時撮像カメラ
MuSCAT）を受け入れ、観測所時間の中から試験観測の機会
を4夜提供して、その性能評価へ貢献した。

3. 大学等との共同研究

（1）京都大学岡山3.8 m新技術望光学赤外線遠鏡計画
　京都大学が中心となって進めている3.8 m望遠鏡計画を観
測所の将来計画の中に位置づけ、名古屋大学、（株）ナノオプ
トニクスエナジーとともに、協力推進体制を取っている。毎
週のTV会議による望遠鏡計画の検討会、3ヶ月ごとに直接集
合して開く技術検討会を通じて望遠鏡、ドームの技術検討を
行った。平成25（2013）年度の補正予算で3.8 m望遠鏡計画の
うち望遠鏡部分の製作費が認められた。平成26（2014）年度
には、岡山天体物理観測所構内に仮設格納庫が設置され、そ
の中で望遠鏡本体が組み上げられ、調整が続けられた。
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（2）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
　平成23（2011）年度に始まった本事業は4年目を迎えた。岡
山天体物理観測所は188 cm 望遠鏡、91 cm 望遠鏡、50 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。本事業で整備した連携観測・教育
ネットワークOISTERを通じて、本年度は7天体について総
夜数35夜の観測データを提供した。このうち4天体は、本事
業のメインターゲットと位置づけているガンマ線バーストの
観測で、3天体について複数施設で残光を捉えることに成功
した。うち1天体は大学VLBI連携と光赤外線大学間連携に
よる同時観測が試みられた。連携観測・教育ネットワーク
OISTERを利用した査読論文が2編出版された。その他、本
事業に関わる査読論文61編のうち、深く関与したものが9編
出版された。日本天文学会2014年秋季年会においては、大学
VLBI連携と合同で企画セッション「電波及び光赤外線での
大学間連携」を開催した。また、第5回光・赤外線天文学大
学間連携ワークショップを、初めて連携外の研究者へも公開
して開催した。さらに、これまでの研究論文の成果をまとめ、
webページに掲載するなど、情報発信にも力を入れた。

（3）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。平成26（2014）年度は、自動観測
スケジューラーにより観測可能な夜はほぼ毎晩観測を実行し、
27個のガンマ線バーストを観測し、そのうち3個の光学残光
の検出に成功した。観測結果を16編のGCNサーキュラーと
して公表した。また、ミラ型変光星、彗星のモニターや超新
星、AGN、太陽系外惑星トランジット観測を並行して行い、6
編の査読論文が出版された。

（4）その他
　8月14–15日に東京大学の学部3年生5名と引率教員1名の観
測実習を受け入れ、8月14日前半夜には188 cm望遠鏡を使っ
た高分散分光観測の機会を提供した。なお、前年度までの同
実習のまとめが8月11–12日開催のユーザーズミーティング
で報告された。

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ガンマ線バースト残光
の同定および銀河面の変光星探査
　91 cm望遠鏡を超広視野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の同定観測を行い、並行して、
銀河面の変光星を網羅的に探査する計画を進めている。平成
26（2014）年度は、光学系の精密調整の結果視野全域にわ
たってほぼ均一なPSFを得ることに成功した。自動焦点調節
機構を組み込み、半自動観測ができるようになったため、パ
イロット観測として銀河面の特定領域のKs-bandモニター観

測を開始した。

（2）太陽系外惑星系探索の自動化
　科学研究費補助金（基盤研究 (A)、「太陽系外惑星系探索の
自動化」、代表：泉浦秀行、平成23－27年度）により188 cm望
遠鏡とドームを機能更新し、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。平成24（2012）年度に188 cm望遠鏡の駆動
系と制御系ならびにドーム制御系を更新し、平成25（2013）
年度に観測装置を含めた観測系としての統合制御を進め、格
段に高い信頼性と約2割の観測効率の向上を実現した。平成
26（2014）年度は、望遠鏡鏡筒に温度センサーを複数取り付
け、測定した温度分布から焦点位置の移動を推定し、自動で
補正する機能を開発した（神谷ほか、2014年日本天文学会秋
季年会、V220a参照）。さらに観測の自動化率を高めるため、
188 cm主鏡のセル内の動きを検知し、指向補正に反映させ、
総合指向精度を向上させる機能の検討を進めた。

（3）東アジア太陽系外惑星系探索網
　系外惑星系探索を中心課題として、韓国、中国、トルコ、ロ
シアの研究者らと共同研究を進めている。平成26（2014）年
度も韓国1.8 m望遠鏡、中国2.16 m望遠鏡、トルコ1.5 m望遠鏡、
観測所1.88 m望遠鏡の観測時間の獲得に努力して、G型巨星
の周りの系外惑星系探索を継続した。特に今年度は、中国と
の協力により惑星候補を一つ発見し、また、トルコ、ロシア
との協力により低質量伴星を持つ連星系を4つ同定し、それ
ぞれ欧文査読論文として出版した。

5. 広報普及活動

　7月7日（月）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20名の参加があった。天文に関する質問が
今年度は約50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3,854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22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6件に対応
した。

6. 契約職員異動等

　平成26（2014）年度内の契約職員の異動等は次の通りで
あった。10月に研究支援員として神谷浩紀が、11月に専門研
究職員として前原裕之が着任した。2015年3月末で研究支援
員の清水康広が任期満了により退職した。短時間契約職員の
研究員（プロジェクト枠）の福井暁彦が任期満了により退職
した。
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1. 45 m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第33期共同利用観測を、予定通り平成26（2014）年12月15
日から開始した（「バックアッププログラム」のための観測者
の待機は、12月1日から開始）。
採択件数は、

「一般前期」は国外5件を含む16件（応募34件）、
「一般後期」は国外4件を含む13件（応募21件）、
「ショートプログラム」は9件（応募15件）、
「教育支援枠」は前期と後期を合わせて0件（応募0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共同利用への参加を3件行った。
　また、マルチビーム受信機BEARS、およびAC45分光計の
共同利用への提供を停止した。

（2）装置改修・開発
・45 m望遠鏡および搭載する各種装置の保守整備を実施した。
・45 m望遠鏡の土台のコンクリートの沈下に対応するための

改修工事が完了し、来年度改修する副鏡駆動部の設計を実
施した。

・45 m望遠鏡の鏡面精度向上のために、ホログラフィー測定
の試験を進めた。

・ビーム伝送系の性能向上のための試験を行った。
・新マルチビーム受信機FORESTを搭載し、性能評価、およ

び試験観測を経て、レガシープロジェクト観測（所内観測）
で使用した。

・新しいADコンバータを中間周波数の4系統で搭載し、共同利
用での使用を開始した。これらのADコンバータによる妨害電
波の頻度が旧ADコンバータより低く、リニアリティーが良い
こともわかった。スプリアスもほとんど出ない。

・45 GHz帯の受信機Z45、デジタル分光計ROACH、90/150 GHz
連続波カメラなどの持ち込み装置の支援を実施した。

・共同利用用ヘルプデスクの開設を行い、また、マニュアル
の整備を進めた。

（3）研究成果
　45 m望遠鏡レガシープロジェクト観測として、（a）星形
成プロジェクト、（b）銀河面サーベイプロジェクト、および

（c）近傍銀河プロジェクトを推進している。科学データが取
得できた星形成プロジェクトおよび銀河面プロジェクトの成
果を紹介する。

（a）星形成レガシープロジェクト
　星形成レガシーでは、近傍星形成領域であるオリオン座A
分子雲とW40HII領域の13CO、C18Oによる広域マッピング観
測を行った。オリオンA分子雲では、CARMAデータと大規
模なデータ合成を行い、5″角分解能のマップを作成し、フィ
ラメント構造を多数検出した。W40 HII 領域ではHII 領域内
にシェル状に広がる高密度ガス塊を検出した。赤外線マップ
との比較などから、ガス塊はHII領域と相互作用をしている
ことが示唆された。また、過去に取得したおうし座星形成領
域にあるL1551領域のCO3輝線データをもとに、この領域の
アバンダンス分布に関する論文を執筆した。

（b）銀河面サーベイプロジェクト
　45 m 望遠鏡に搭載された新マルチビーム受信機FOREST
を用いた、これまでで最も角分解能の高い12CO(1–0)、
13CO(1–0)、C18O(1–0) の 3 輝線同時の銀河面サーベイ観測を
進めている。平成26年度は、計画している銀河系の棒状構造
や渦状腕を含む銀経 10°－50°、銀緯 ±1°の領域と銀河系の
外側の銀経 198°－236°、銀緯 ±1°の領域のうち、それぞれ24
平方度と7平方度、合計31平方度のデータを得ることができ
た。これまでの銀河面サーベイでは知られていなかった、広
範囲にわたる分子雲の極めて詳細な構造が明らかになった。

2. SPART（F号機）

　中心星の活動（紫外線、X線、フレア /CME に伴う高エネ
ルギー粒子など）が周辺の惑星大気に与える影響や、系内
外の惑星の大気環境や生命生存圏について理解を深めるべ
く、NMAのF号機を単一鏡（口径10 m）として再利用し、
太陽系惑星大気監視プロジェクト（SPART: Solar Planetary 
Atmosphere Research Telescope）を2011年以来推進している。
SPARTは高感度の100 GHzと200 GHz受信機および61 kHzと
いう分解能のデジタル分光器を有している。ミリ・サブミリ
波帯ヘテロダイン分光は、惑星中層大気からの圧力幅の細い
スペクトル線を捉え、中層大気微量分子の混合比の高度分布
の導出を可能にする強みを有す。本年度は、El モータの振動
起因となっていた調整子摩耗部の交換を行い、緻密なモニタ
リングを継続した。火星や金星は、固有磁場がないため、大
気は太陽活動のイベントに暴露された状態にある。我々は、
2012年の太陽活動極大期より一酸化炭素（CO）の変動の様子
を捉えてきたが、例えば金星の高度80 kmのCOは、過去数十
年のCO混合比と比べると低水準に留まっていることを明ら
かにしてきた。これは24期の太陽活動レベルが低かったこと
と関連している可能性を示唆する。今後、太陽は活動極小期
に転じる。引き続き金星・火星大気の一酸化炭素変動を監視
し、惑星大気の光化学反応ネットワーク、ダイナミクス、高

3　野辺山宇宙電波観測所
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エネルギー粒子の降込みの影響などの解明を目指す。
　
3. ASTE 搭載多色ミリ波サブミリ波カメラの開発

　ミリ波サブミリ波帯の多色連続波カメラによって大規模な
掃天観測を行うことは、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、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極めて重要である。そこで
我々は、ASTE望遠鏡に搭載する波長 1.1 mm、0.87 mm、およ
び 0.46 mm 帯での高感度な撮像観測を実現する超伝導遷移端

（TES）型ボロメータを用いたミリ波サブミリ波カメラの開発
を東大、北大、UCBerkeley、McGill大と共同で進めている。
　昨年度3月から4月にかけて行われた観測試験では、観測は
条件にも恵まれた結果、銀河系内の星形成領域、銀河系外の
サブミリ波銀河やガンマ線バーストなどほかにも多数の天体
の観測データを取得することに成功した。そこで、今年度
は、この搭載試験で得られた観測データの解析と、その結果
見えてきた観測システムの性能と効率を向上させるための工
夫に取り組んできた。中でも、ボロメータおよび読出し素子
の歩留まり向上させることで感度を、ボロメータをチューニ
ングするソフトウェアの高速化によって観測効率をそれぞれ
改善することに取り組んだ。さらに、TES温度計を用いたボ
ロメータは、チューニングを行った後に天候が急激に回復す
ると感度を失ってしまうというこれまで世界的にも取り組ま
れてこなかった問題を可動式の黒体輻射源を用いて克服する
手法を考案した。これによって、観測可能な天候条件の幅を
広げることが可能となる。
　次世代の更なる多色化のためには、読出し画素数を向上さ
せることが不可欠である。そのために一つの読出し素子で読
み出せるボロメータ素子の数を8から16に倍増させる信号多
重化技術の検討を行った。その結果、現在の読出しシステム
に大きな変更を加えずに信号多重化度を12素子に向上させる
ことが可能であるという結果を得られた。さらに、この連続
波カメラで新しく偏光測定を可能にする前置光学系の開発を
香港中文大学と開始した。

4. その他

（1）野辺山地区の広報普及活動
　野辺山地区では1982年の宇宙電波観測所の開所以来キャン
パスの常時公開を実施している。今年度は夏休み期間の天候
不順のためか夏季の見学者数が減少しており、年間ののべ見
学者数は51,535人であった（8月の特別公開参加者を含む）。
この数字は、見学を開始した1982年を除けば過去最少であ
る。一方で、職員による施設見学案内は30件（施設案内週間、
SPP/SSH等も含む）、講演依頼が5件、撮影・取材依頼は22件
あった。地元連携に力を入れていることもあってか、これら

の外部からの依頼は例年より多くなっている。
　教育機関（小中高校）への職員による施設見学を夏の1週
間限定にて行う「施設案内週間」を昨年度に続き設定した。
今年は6件実施し、たいへん好評だった。職場体験学習は、7
月から10月の期間に地元の中学校を中心に計7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。SPP/SSH等については6校を受け入れ、施設見学だ
けでなく、講義や生徒による発表会も行い、今後の活動への
具体的な指導も行った。さらに、今年度も45 m電波望遠鏡を
用いた「電波天文観測実習」を6月2～6日に実施し、12名の
学部学生が参加した。6月開催ということで4年生も参加可能
となり、例年とは異なった参加者の学年構成となった。観測
からまとめまでを指導する職員の負担は少なくないが、学部
生が電波望遠鏡による本格的な観測を体験する貴重な機会と
なっている。
　常時公開施設においては、ポスターやパネルでの展示のほ
かに、アンテナ体験装置も設置している。そのほか、見学室
では施設やその歴史、研究成果などをまとめた紹介ビデオを
常時放映している。ウェブを通した広報としては、観測成果
とともに電波天文学の紹介ページを充実させている。特に今
年度は、年度末の太陽電波観測所の閉所に伴ったパネルや看
板、ウェブページの変更などを行った。

（2）地域連携
　野辺山特別公開は、南牧村、南牧村商工会・商工会青年部
とともに、長野県に後援を頂いて開催した。また、南牧村・
川上村民にむけての特別公開となる「地元感謝デー」を筑波
大学農林技術センター八ヶ岳演習林および信州大学農学部附
属アルプス圏フィールド科学教育研究センター野辺山ステー
ションとともに開催した。地元主催のイベント協力として
は、南牧村観光協会主催の宙ガールイベント「手ぶらde星空
観賞会」に特別協賛し、沖縄県石垣市にて開かれた「日本三
選星名所・星空サミット」に南牧村観光協会とともに出席し
た。また、佐久広域連合を事務局とした「信州佐久星空案内
人」に協力し、2つの養成講座の担当も行った。

（3）野辺山ミリ波干渉計棟改修計画
　共同利用の終了したミリ波干渉計棟を改修し、国立天文台
のみならず機構全体の広報用展示スペースを設置することに
より、天文学とともに自然科学全般の広報拠点とするもので
ある。今年度は干渉計棟改修工事のための事前調査と設計を
完了した。

（4）NRO研究会ワークショップ
・平成26年7月15日
　NRO銀河面サーベイミニWS（代表：梅本智文）
・平成26年7月23日－7月24日
　第32回 NROユーザーズミーティング（代表：高野秀路）
・平成26年7月28日－7月31日
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　平成26年度第44回天文・天体物理若手夏の学校（代表：岡
アキラ）

（5）教育
　鹿児島大学より博士課程後期3年の学生を受託院生として
受け入れ、博士号を取得した。また東邦大学より博士課程前
期2年の学生を受託院生として受け入れ修士論文を提出した。

（6）非常勤研究員の移動等
国立天文台研究員
・ 特任研究員
　竹腰達哉：国立天文台チリ観測所特任研究員
・ 研究員
　諸隈佳菜：国立天文台チリ観測所特任研究員
・ 研究支援員
　西谷洋之：野辺山宇宙電波観測所技術員

1. 野辺山太陽電波観測所の閉所、ならびに電波ヘリオ
グラフおよび強度偏波計の今後の運用

　野辺山太陽電波観測所の主力装置である電波ヘリオグラフ
については、国立天文台による運用は平成26（2014）年度に
終了するということが予定されており、これに合わせて野辺
山太陽電波観測所もプロジェクトとしては平成26（2014）年
度末に解散することとなっていた。一方一部ユーザーからは
電波ヘリオグラフの運用を継続したいとの要望があり、その
ための資金提供等を行う国内外の機関が国際コンソーシアム

（ICCON）を結成し、名古屋大学太陽地球環境研究所がその
とりまとめと今後の実際の運用を引き受けるとの提案がなさ
れた。そこで、国立天文台と名古屋大学の間で、国立天文台
が装置を提供し運用を名古屋大学が行うという形での協定が
締結され、国立天文台宇宙電波観測所からの技術的支援のも
と当面来年度以降3年間（最長6年間）、運用の継続がされるこ
ととなった。
　強度偏波計についてもユーザーから運用継続の要望が国立
天文台に出されたのを受けて、装置の保守管理を野辺山宇宙
電波観測所が引き継ぐことで天文台として今後も運用を継続
することとなった。
　取得データは今後も国立天文台天文データセンターおよび
名古屋大学太陽地球環境研究所から公開されるとともに、解
析環境も整備されている。これまで通り世界中の研究者が自
由にデータを利用することが可能である。
　装置の運用継続が決定されたので、来年度以降の安定した
装置稼働のために、今年度は装置の保守を集中的に行った。
また、野辺山勤務の太陽電波職員は宇宙電波観測所に異動
し、その業務の一部として太陽電波観測装置関連の業務も引
き続き行うこととなった。その他各方面との引継ぎを行い、
予定通り平成26（2014）年度末を持って野辺山太陽電波観測
所プロジェクトは解散した。

2. 電波ヘリオグラフ、強度偏波計による太陽観測

　平成26（2014）年度末に予定されていた野辺山太陽電波観
測所プロジェクトの解散に向けて、当初は電波ヘリオグラ
フ・強度偏波計とも年度途中での運用終了と後始末を行うこ
とが検討されていたが、来年度以降の運用継続が決まったこ
とで、今年度においても年度末まで定常運用を行うことと
なった。装置については若干の不具合はあるものの概ね順調
に稼働を続けている。

3. 共同利用・共同研究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、国内外の関連分
野の研究者によって太陽現象、宇宙天気、宇宙気候等の研究
のため、また広く教育・広報普及活動のために利用されてい
る。また国内では大学のユーザーによるコンソーシアム（代
表：増田智）が共同利用を推進している（http://solar.nro.nao.
ac.jp/HeliCon_wiki/）。国内での共同利用を積極的に推進する
ために、データ解析ワークショップ（CDAW14、9月29日～10
月3日）を開催し、18名の参加があった。初級者への講義と実
習、４班に分かれたデータ解析を行い、それぞれ、研究会や
天文学会において報告された。さらに、国内の太陽研究者に
よる太陽研連シンポジウム「サイクル24極大期の太陽活動と
太陽研究の将来展望」（2月16日～18日、名古屋大学）を開催
し、事業報告を行うとともにCDAW14での研究成果が発表さ
れた。
　非常にユニークな共同利用・研究として、国立天文台の江
沢、松尾を中心とした強度干渉計実験が上げられる。電波ヘ
リオグラフの素子アンテナからの強度信号間の相関を求める
実験で、通常の相関と比較することにより、強度干渉計とし
て機能していることを示すことに成功した。
　 国 外 か ら は、 英 国 の Warwick 大 学 か ら、B. Hnat、D. 
O’Connellおよび D. Kolotkovの3名が来所して電波ヘリオグ
ラフデータを用いた振動現象の共同研究を行った。また、中
国国家天文台から J. HuangとY. Zhangが来所してフレアやそ
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080 II   各研究分野の研究成果・活動報告

　水沢 VLBI 観測所は、VERA をはじめとする VLBI（Very 
Long Baseline Interferometry: 超長基線干渉計）の観測網を運用
して共同利用に供するとともに、これらを用いて銀河系構造
やメーザー天体、活動銀河核などについて観測的研究を進めて
いる。VERAは世界でも類のない2ビーム同時受信による位相補
償を有する直径20 mの電波望遠鏡4台からなるシステムで、メー
ザー天体の精密位置天文観測を行い、銀河系の詳細な構造を描
き出しつつある。また、VERAと日本国内の他の電波望遠鏡を
結んだ大学VLBI連携の活動の一環として、山口大学と共同
で山口32 m電波望遠鏡を、茨城大学と共同で日立および高萩
32 m電波望遠鏡を維持し、大学の研究に貢献している。さら
に、VERAを韓国のVLBIネットワーク（KVN: Korean VLBI 
Network）と結合したKaVA（KVN and VERA Array）を現在定
常的に運用中であり、さらには中国の電波望遠鏡も含んだ東
アジアVLBI（EAVN: East Asian VLBI Network）も推進してい
る。これに加えて、日本の正式な時刻である中央標準時を決
定する保時室や、地球物理の共同研究に利用されている江刺
地球潮汐観測施設、地元と連携した広報活動でも活躍する石
垣島天文台などの諸施設も運営している。

1. VERA

（1）運用・共同利用
　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、平成26（2014）年度は399回、
3,733時間のVLBI観測を行った。実施された観測は、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
イとの共同利用観測および試験観測である。これらのVLBI

観測データは三鷹VLBI相関局で相関処理が行われ、共同利
用観測や大学連携 VLBI 観測については各観測者へ、プロ
ジェクト観測や測地観測については各解析担当者へ相関デー
タが送られている。
　平成26（2014）年後期ならびに平成27（2015）年前期の
22 GHz帯、43 GHz帯および6.7 GHz帯共同利用公募がそれぞ
れ6月と11月に実施され、合わせて15件632.5時間の観測提案
が寄せられた。海外からの提案は1件28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、
合わせて9件270.5時間が採択された。

（2）科学成果
　今年度もVERAのプロジェクト観測とデータ解析を継続
し、メーザー天体の高精度位置天文観測結果を中心に、科学
的成果を多くの論文として出版した。特に今年度は、平成20

（2008）年、平成23（2011）年に続く3回目の日本天文学会欧
文報告（PASJ）のVERA特集号を企画し、その第一弾として
7編の論文を平成26（2014）年12月号にて出版した。審査の
都合などでこれに間に合わなかった残りの7編程度の論文に
ついても平成27（2015）年中にPASJ VERA特集号のパート2
として出版予定であり、併せて14編程度の論文が今回出版さ
れる予定である。年周視差の計測結果としては、星形成領域
で IRAS 20056+3350、IRAS 20143+3634、IRAS 22555+6213、
NGC 2264、NGC 6334など、また晩期型星RW Lep、T Lepな
どについて、距離および固有運動が出版された。また、精度
の追い込みを続けた結果、5 kpcを超えるような天体でも計
測が定常的に行えるようになってきており、さらには10 kpc
に近いような天体についても視差が見え始めてきている。こ
れによって、銀河系のより広範な領域での位置天文観測の可
能性が出てきている。また銀河系ダイナミクスについては、

5　水沢 VLBI 観測所

の前駆現象の研究を行った。米国からはS. Whiteが来所し、
新しい試みとして円偏波のシノプテックチャートの作成を行
い、グローバルな彩層磁場研究の可能性を示した。NASAか
ら八代が来所して、来年度からの国際コンソーシアムメン
バーによるリモート観測当番用のツールを準備した。

4. その他

　日本天文学会発行の天文月報誌に「野辺山電波ヘリオグラ
フ特集」として6編の記事が掲載された。総研大博士論文1
名、東海大学の修士論文1名、さらに茨城大の修士の院生1名
の指導を行った。信州大学および明星大学の卒研生それぞれ

1名の指導を行った。また、国内の太陽研究機関合同で実施
している「太陽研究最前線体験ツアー」の11名を受け入れ講
義と見学を行った。高校では、駒ヶ根工業高校（長野）のSPP
プログラムに参加し、校内に設置した電波望遠鏡の立ち上げ
に協力し、天文学会春季年会のジュニアセッションで発表さ
れた。
　年度末をもって、教授・柴崎清登が定年退職、研究員岩井
一正が任期満了退職、また新年度より助教・下条圭美がチリ
観測所に、技師・篠原徳之が野辺山宇宙電波観測所に配置換
えとなる。また事務支援員・竹村美和子および新海久子は新
年度より野辺山宇宙電波観測所での雇用となる。
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シミュレーションに基づいて銀河系のパラメータ決定精度を
検討し、300～500天体のアストロメトリ観測を行うことで銀
河中心距離や銀河回転速度など円運動に関するパラメータが
数%の精度で、また渦状腕構造など非対称成分のパラメー
タも10 %程度のレベルで観測されることが示された。平成
26（2014）年の段階で100天体を超える天体についてVERA
やVLBAなどを合わせて観測結果が得られており、これらの
結果により銀河系パラメータの決定も試みられている。また
VERAやVLBIの高精度位置天文学について、これまでの科
学的成果および観測技術やキャリブレーション技法も合わせ
て、レビュー論文も出版された。
　位置天文以外の成果も多く出版され、特に注目に値する
ものとしては、VERA と ALMA を組み合わせた Orion 領域
Source I の水メーザーバーストや連続波放射の研究など、
ALMAとVERAを合わせた連携の成果も出てきている。ま
た、VERA のプロジェクト観測のキャリブレータ枠を用い
た GENJI（Gamma-ray Emitting Notable AGN monitoring with 
Japanese VLBI）プロジェクトでも、M87のTeVフレアに伴う
電波増光を初めて検出するなど、AGNの研究分野で興味深
い成果が得られている。

2. 大学VLBI連携

　大学VLBI連携観測事業は国立天文台と7大学の共同研究
として実施されている。VERAおよび大学・研究機関が運営
する電波望遠鏡を組織化し、日本VLBI観測網（JVN）とし
て観測的研究を行う。平成26（2014）は6.7／8／22 GHzの3
バンドで合計約400時間のVLBI観測を実施した。また JVN
に関連する各大学の単一鏡観測も、各局ともに2,000～4,000
時間の観測を行っている。研究対象は主に活動銀河核とメー
ザー・星形成領域である。
　これらの観測成果に基づいて発表された論文は、直接 JVN
を使ったものが4編、関連する論文は12編である。特に6.7 
GHzメタノールメーザーのサーベイ観測には中国・上海局も
参加しており、東アジアVLBI観測網（EAVN）の最初の成
果と位置づけられる。ケフェウス星形成領域から放射される
メタノールメーザーの観測では、大質量星形成過程における
降着円盤の回転＋降着運動を直接検出することに成功した。
学会発表では、日本天文学会2014年秋季年会で光・赤外線の
大学間連携と合同で「大学間連携」の企画セッションを開催
し、約30件の発表があった。国際学会APRIMでの招待講演
なども行っている。
　大学VLBI連携の研究を通じて、各大学で学生の指導・研
究が行われている。直接・間接的に大学VLBI連携を利用し
た卒業論文は20編以上、修士論文は10編以上、博士論文は2編
ある。大学VLBI連携に参加する研究室が主催した研究会は
6件あり、その他の研究会なども含めて多くの学生が参加・発
表している。

3. 日韓VLBI

（1）運用・共同利用
　韓国VLBI観測網（KVN）とVERAの結合アレイ（KaVA）に
よる共同利用観測、性能評価観測および試験観測を80観測、
合計757時間実施した。観測周波数帯は43 GHz帯と22 GHz帯
である。これらの観測データは韓国天文研究院（韓国大田
市）に設置された日韓共同相関器センターで相関処理が行わ
れている。
　また平成26（2014）年後期ならびに平成27（2015）年前
期の22 GHz帯、43 GHz帯共同利用公募がVERAに合わせて
6月と11月に実施され、合計14件498時間の観測提案が寄せ
られた。これらの観測提案はVERAとKVNそれぞれのレフェ
リーによる審査をもとにVERAおよびKVN合同 Time Allocation 
Committeeで審議され、合計9件330時間が採択された。

（2）成果
　KaVA による初期科学観測成果をまとめた論文が今年度
初めて出版された。KaVA は平成26（2014）年度より共同
利用観測が開始されており、初期成果出版と合わせて、
KaVA の運用とそれを用いた研究がいよいよ本格化したこ
とになる。この二つの成果のうち一つは44 GHzメタノール
メーザーをVLBIで初めて検出してイメージングに成功した
MATSUMOTO et al.（平成26（2014）年）で、もう一つはKaVA
の7局アレイによりAGNから放出される淡いジェットの詳細
なイメージングを報告するNIINUMA et al.（平成26（2014）
年）である。また、晩期型星の星周領域のSiOメーザーの詳
細なイメージングにも成功しており、この結果についても現
在成果のとりまとめと論文化が進んでいる。また、これらの
活動をベースに、KaVAの観測時間を年間100時間超の規模で
重点投入するLarge Programの検討が、国立天文台及び韓国天
文研究院の研究者だけでなく日韓の大学の研究者を巻き込ん
で進められている。KaVAのLarge Programについては、平成
27（2015）年以降外部委員によるレビューを経て実行に移さ
れる予定である。

4. 東アジア

　東アジアVLBIコンソーシアムにおいて、東アジアVLBI観
測網の構築と観測計画についての具体的な検討が進められて
いる。平成25（2013）年度に日本、中国、韓国の代表者から
構成される東アジアVLBI試験観測チームが結成された。以
後同チームは、本格的な観測に備えるための試験観測を、主
に日中韓基線間のフリンジの検出を目的として組織的に進め
てきた。平成26（2014）年度は前年度に引き続き試験観測を
3回程度実施した。主な参加局は、日本からはVERA、国立
天文台茨城観測局32 m電波望遠鏡、同山口32 m電波望遠鏡、
国土地理院筑波32 m電波望遠鏡、中国からは上海天文台余山
25 mおよび天馬65 m電波望遠鏡、雲南天文台昆明40 m電波
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望遠鏡、新疆天文台25 m電波望遠鏡、そして韓国からの韓
国VLBI網である。試験観測は、8 GHz帯および22 GHz帯に
おいて実施され、一部の基線を除き、日韓共同相関器による
相関処理によりフリンジの検出に成功した。試験観測の結果
は、ほぼ毎年開催される東アジアVLBI観測ワークショップ
等で報告されている。なお、平成26（2014）年度は8月に韓国
大田で開催され、平成27（2015）年度は北海道大学において
7月に開催される予定となっている。

5. 測地・地球物理

　定常的な測地観測セッションはVERAでは月に2～3回割り
当てられ、その中でVERA内部測地観測は月に1～2回実施
され、水沢局と石垣島局が国際VLBI観測事業のセッション
に月におよそ1回の頻度でS/X帯を用いて参加する。VERA
観測システムはK帯で最も感度が高くなり、内部測地観測
では24時間で1基線当りの scan回数が800回に達する。平成
26（2014）年の観測回数は国際観測が10回、内部測地観測
は17回である。最終的なアンテナ座標等の測地パラメータ
は我々が推定している。平成23（2011）年3月11日の東日本
大震災（Mw = 9.0）発生後、水沢の座標変化にステップとク
リープが検出され、VLBI観測から得られたステップ量はX = 
−2013 mm、Y = −1380 mm、Z = −1072 mm、平成26（2014）年
の間のクリープ量はX = −91 mm、Y = −61 mm、Z = −31 mmと
推定された。
　VERAの各局では、座標の短周期の変動の監視目的と、大
気による電波伝搬遅延の推定目的で、GPSの連続観測を行っ
ている。GPSによる座標観測からは、VLBIと同様に東日本
大震災発生の4年後も大きなクリープ変動が見いだされてい
る。この変動は、江刺地球潮汐観測施設の伸縮計で観測され
る変動とも調和する。水沢局および宇宙線研究所の神岡地下
施設内で、超伝導重力計による重力変化の連続観測を行って
いる。また、石垣島局でも他機関と共同で同様の観測を行っ
ている。VLBI、GPS、重力と異なる観測手法により、年周変
動の様相を多面的に捉えている。

6. 開発

　平成26（2014）年度は、これまで磁気テープで行ってきた
1 Gbpsの観測を、本格的にHDD記録装置、ソフトウェア相関
器による観測に移行した。この観測運用から、部分的にソフ
トウェアの修正はあったものの、観測と運用の両面において
十分にシステムが構築できていることがわかった。さらに相
関処理システムの水沢キャンパスへの移転を行い、新システ
ムの完全移行を進めている。日韓共同相関器では、KaVA観
測などの観測品質評価をもとにソフトウェアの修正を行って
より正確なシステムづくりに貢献した。また将来計画では、
SKA 計画や高周波 VLBI などの可能性について検討し ADC
や高精度主鏡など基礎技術開発課題に取り組んだ。

7. 保時室

　保時室は4台のセシウム原子時計と、VERA水沢観測局の
水素メーザー原子時計1台で運用しており、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。マスター時
計をセシウム原子時計Cs8から、より安定な特性を示すCs6
へ切り替えた。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。平成27（2015）年度初めに三鷹から
VERAソフトウェア相関器が水沢へ移設されることへの対応
として、保時運用室の設置機器配置を見直してスペースの半
分をソフトウェア相関器運用スペースとした。

8. 石垣島天文台

　今年は、VERA石垣島局が完成し、南の島の星まつりが始
まってから13年目を迎えた。ライトダウン星空観望会は雲に
遮られたものの、約8,000人の参加があった。
　また、南の島の星まつりでは、単独で開催する隕石展とし
ては沖縄県では初めてとなる「隕石展」をなよろ市立天文台
の協力を得て開催し、754人の入場があった。恒例となった
プラネタリム上映（8月7日～10日）には、734人が入場した。
10月19日に、美星天文台、野辺山宇宙電波観測所と協力して、
石垣市で開催された第2回「日本星三選　星空サミット」で
は、記念講演（国立天文台チリ観測所 長谷川哲夫氏）などが
開催されたメイン会場に350人が来場した。同時に石垣島天
文台と石垣市で開催（10月17日～23日）したプラネタリウム

「星の島に、願いを込めて」の上映には、1,364人が入場した。
　国立天文台の石垣島での活動は、観測的研究のみならず、
学校教育、生涯教育、観光など、地域との連携による地域振
興にも役立っている。石垣市観光交流協会との連携協定も結
ばれ、星空を観光資源とする活動にも注目が集まっている。
今後も連携の輪を広げていきたい。

9. 広報

（1）特別公開
平成26（2014）年
4月13日　第5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 VLBI 観測所茨城局の特別公
開）が開催され、約700名の参加者があった。

7月6日　国立天文台水沢VLBI観測所鹿児島観測局（鹿児島
市錦江湾公園）で6 m電波望遠鏡を使った「七夕祭り」が鹿
児島市、鹿児島大学と共催で開催され、約350名の参加者が
あった。

8月2日～10日　「南の島の星まつり2014」（VERA石垣島局・石
垣島天文台特別公開同時開催）が開催され，星まつり全体で
10,950名、石垣島天文台の天体観望会には877名、VERA石垣
島観測局の特別公開には264名の参加者があった。



II   各研究分野の研究成果・活動報告 083

8月10日　VERA入来局特別公開が「八重山高原星物語2014」
と共同で開催される予定だったが、接近した台風の影響で
中止となった。

8月16日　水沢地区特別公開「いわて銀河フェスタ2014」のプ
レ・イベントとして JAXAの宇宙飛行士である若田光一氏
によるミッション報告会が行われ、会場には約1,000名の参
加者があった。

8月30日　水沢地区特別公開「いわて銀河フェスタ2014」が開
催され、847名の参加者があった。　

10月19日　岡山県井原市美星町の美星天文台、野辺山宇宙電
波観測所と協力して、石垣市で開催された第2回「日本星三
選　星空サミット」では、記念講演（ALMA　長谷川哲夫
氏）などが開催されたメイン会場に350名が来場。同時に
石垣島天文台と石垣市で開催（10月17日～23日）したプラ
ネタリウム「星の島に、願いを込めて」の上映には1,364名
が入場した。

平成27（2015）年
2月15日　VERA小笠原観測局特別公開「スターアイランド

14」が開催され，例年を上回る213名の見学者があった。

（2）常時公開
　広く一般市民が研究観測施設の見学を通じて天文学への関
心を持ち、研究への理解が得られるよう、1年を通じて常時公
開を行っている。
　VERA 4局においては年末年始を除く毎日9:00～17:00、石
垣島天文台においては年末年始および休館日を除く水～日の
10:00～17:00に施設を公開している。各局の見学者は以下の
とおりである。
①水沢VLBI観測所　　17,021人

キャンパス内に奥州市が運営する奥州宇宙遊学館との協力
により公開を実施した。

②VERA入来観測局　　約2,000人
③VERA小笠原観測局　7,535人
④VERA石垣島観測局　2,754人
⑤石垣島天文台　　　　12,790人
　このほか、土日・祝日および「南の島の星まつり」におい
て天体観望会を、さらに公開日には、石垣市が併設する「星
空学びの部屋」において「4D2U（4次元デジタル宇宙）」プロ
グラム上映会を開催し、3,488人が体験した。

（3）ホームページ
　水沢VLBI観測所において運営しているホームページでは
最新の研究成果発信や、各種イベント情報の提供、天体写真
等を掲載している。各施設等のコンテンツへのアクセス数
は、次のとおり。

10. 教育

（1）大学院教育・学部教育
　東京大学3名、総研大2名の大学院生を受け入れ、東京大学
の1名が博士号、1名が修士号を取得した。博士号取得者は東
大総長賞を受賞した。東海大学と鹿児島大学からの受託院生
を1名ずつ受け入れ、2名とも修士号を取得した。総研大サ
マースチューデントとして東北大学、岡山大学、山口大学、
九州大学から学部生を受け入れ、研究指導を行った。また、
韓国のUST（University of Science and Technology）との共催に
より、総研大アジア冬の学校の一環で電波天文冬の学校を開
催し、アジア地域の学部学生を中心に約60名を受け入れた。
観測所の職員は実行委員（委員長を含む）や講師を担当し
た。平成21（2009）年から始まった琉球大学との連携授業が
今年も開催され、琉球大学での講義を8 月11日と13日～15日
に、VERA石垣島局と石垣島天文台での観測実習を8月25日
～28日に開催し、31名が受講した。そのほかにも、観測所職
員が東京大学、東北大学などで講義を行った。

（2）高校生向けの研究体験等
　VERA水沢局の電波望遠鏡を使ったメーザー天体探査を行
う「第8回Z星研究調査隊」を岩手県内の高校生5名を対象に
開催し、6月28日～29日に事前学習を行った。8月2日～4日の
本観測では新メーザー天体の発見に成功した。また、8月18
日～20日にはVERA石垣島局と石垣島天文台において「美ら
星研究探検隊」を日本学術振興会の「ひらめき☆ときめきサ
イエンス」として開催し、沖縄県内に加えて、福島県、福岡県
からの参加者も含む13名の高校生を受け入れた。電波観測で
は新メーザー天体の検出に成功した。秋田県の高校でのスー
パーサイエンスハイスクールの活動に協力し、VERA水沢局
での電波望遠鏡を用いた観測研究の指導を行った。

サイト名称 セッション数 ユーザー数 ページ
レビュー数

「水沢VLBI観測所」 23,894 15,247 75,769
「VERA」 9,163 6,307 30,829
「木村榮記念館」 1,657 1,313 5,319
「石垣島局」 80,920 51,662 185,037
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6　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
うほか、皆既日食観測のための遠征もしており、さらに新た
な観測装置の開発や地上太陽観測将来計画の立案も行ってい
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・ポーラリメータによる観測を行っている。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。従来は2つの波長域そ
れぞれについて約2時間のスリットスキャンでデータを得て
いたが、今年度2台のカメラを使って同時にデータを取るシ
ステムの製作を行い、現在その試験中である。2波長域の同
時観測を行うことでデータ取得の効率を大幅に改善できる。
　また、今年度はフレア望遠鏡本体の保守点検も行い、長年
の使用によって老朽化している部分については部品交換等を
行った。

（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。2014月1月－12月では261日の観測を行っ
た。今年度は24年ぶりの巨大黒点の出現があり、ひのでプロ
ジェクトと合同で「巨大黒点の出現と、「ひので」がとらえた
磁場構造」というフォトリリースを行った（11月19日付）。
　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、最近の活発な太陽
活動の中で多くのフレアやプロミネンス爆発といった現象を
捉えている。また同じフレア望遠鏡にて連続光とG-bandの
定常撮像観測も行っている。
　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、シーロスタットを利用した分光測
光装置の製作を科研費により進めており、今年度はそのため
のシーロスタット改修等を行った。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。

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
て行われてきた様々な太陽観測のデータを含めて約16.2 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。
　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、現在は天文データセンターにおいて
データサーバーが一元管理されており、太陽観測所ウェブ
サーバーもそちらで運用中である。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

　国際協力については、平成16（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を継続しており、ペ
ルー現地における太陽用分光器の立ち上げやコロナグラフ移
設の検討などを行った。
　情報通信研究機構の平磯太陽観測施設で継続されてきた太
陽光学観測が終了となる可能性があるため、関連観測機器を
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引き続き太陽コミュニティで使用できないか検討を行ってお
り、今年度はそのための現地調査も行った。
　太陽コミュニティでは全体の会合として「太陽研連シンポ
ジウム」を名古屋大学にて平成27年2月16日～18日に開催し、
その中で当観測所等のユーザーズミーティングに相当する
セッションも設け、共同利用・将来計画に関する議論を行った。
　太陽観測所では太陽の基本データを取得しているため以前

から教科書等に画像が利用されることも多く、また新聞・雑
誌への画像・記事掲載、科学館等へのイベントへの協力など
の依頼もあり、積極的に対応した。
　人事については、前年度退職した専門研究職員に代わり北
川直優が着任した。また、日本学術振興会の外国人招へい研
究者として、ロシア科学アカデミー・イズミール研究所のK. 
Kuzanyan氏が平成26年9月より10ヶ月間の予定で滞在している。

7　チリ観測所

　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運用する計画であ
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、ALMA望遠鏡は約10倍高い観測分解
能が見込まれている。ALMAは平成23（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、平成24（2012）
年度からは本格運用に移行した。今回の報告では、プロジェ
クトの進捗および共同利用による科学観測と成果、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
運用されてきた。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

　ALMAは現在、科学観測と試験観測を並行して行ってい
る。試験観測は順調に進んでおり、長基線での観測試験や偏
波観測試験、太陽観測試験などが実施されている。
　2014年9月から11月にかけて、長基線での試験観測が集中
的に行われた。アンテナを最大で15 kmの範囲に展開し、機
器が正常に動いていることを確認するとともに、観測手法や
効率的なキャリブレーションの実行方法などを検証した。そ
の結果、若い星おうし座HL星の周囲の原始惑星系円盤を、
0.035秒角（人間の視力にして2000）という超高解像度で撮影
することに成功した。ALMAの高い感度と解像度により、円
盤内に形成中の惑星の重力によるものと思われる間隙が複数
発見され、惑星形成の理論の再構築を迫る成果として注目さ
れた。また小惑星ジュノー、遠方の重力レンズ天体SDP.81も
同様の高解像度で撮影され、ALMAの高いポテンシャルを示
した。これらのデータはアーカイブで既に公開されており、
多くの研究者がこのデータを用いて論文を執筆している。ま
たこの長基線試験観測の成功を受けて、2015年10月開始予定
の共同利用観測「Cycle 3」では、最大基線長が10 kmまで延

伸されることとなった。

2. ALMA共同利用と科学観測

　アルマ望遠鏡の3回目の共同利用観測が、「Cycle 2」とし
て、2014年6月に開始された。Cycle 2では、12 mパラボラア
ンテナを34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）、使用できる受信機周波数バンドは日本が製
造した受信機バンド4と8を追加して3，4, 6，7，8, 9の6種類、
ベースライン長は最大1.5 km（バンド3–7）または1 km（バン
ド8–9）、150視野までのモザイク観測、偏波観測が可能、と
いう内容である。
　4回目の共同利用観測が、「Cycle 3」として公募された。
Cycle 3では、12 mパラボラアンテナを36台用いた干渉計観
測、ACA観測（7 mパラボラアンテナを10台用いた干渉計観
測と2台の12mアンテナを用いた単一鏡観測）、使用できる受
信機周波数バンドは日本が製造した受信機バンド10を新たに
追加して3，4，6，7，8，9, 10の7種類、ベースライン長は最
大10 km（バンド3–6）、5 km （バンド7）、2 km（バンド8–10）、
150視野までのモザイク観測、偏波観測が可能、という内容で
公募された。観測プロポーザルは、日本時間2015年4月24日
00:00に締め切られる予定である。Cycle 3は2015年10月に開
始予定である。
　ALMAの共同利用の結果、数々の科学的成果が出されてい
るが、ここでは東アジアからの成果を中心に紹介する。国立
天文台の廿日出文洋らは、宇宙最大級の爆発現象「ガンマ線
バースト」が発生した銀河をALMAで観測し、初めて分子ガ
スからの電波の検出に成功した。さらに分子ガスと塵の空間
分布も明らかにした。その結果、ガンマ線バーストが驚くほ
ど塵の多い環境で発生したことがわかった。大阪府立大学の
徳田一起らは、おうし座にあるガス雲MC27を観測し、星を
持たない非常に高密度なガス塊を2つ発見した。またそこか
ら細長く伸びた高密度ガスも発見した。これは星の卵となる
ガス塊が非常にダイナミックに運動していることを示すもの
である。国立天文台の植田準子らは、衝突の最終段階にある
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銀河を37個、ALMAをはじめとする複数の電波望遠鏡で観測
した。ガスが放つ電波を検出した30個の銀河のうち24個では
分子ガスが円盤状に存在しており、その半分は銀河中心部の
星の集合体よりも大きく広がったガス円盤を持っていること
がわかった。銀河衝突により高い割合でガス円盤が形成され
ることが観測で直接示されたのは、これが初めてであった。
台湾中央研究院の高桑繁久らは原始連星L1551NEを観測し、
原始連星を取り巻くガスの円盤があること、その円盤から原
始連星に向かってガスの渦巻き腕が伸びていることを発見し
た。これは原始連星が円盤を揺さぶり、円盤のガスが連星に
落下し始めている様子を世界で初めてとらえた成果である。
国立天文台の高野秀路らは、渦巻銀河M77の中心部をALMA
で観測した。その結果、中心部に存在する巨大ブラックホー
ルのまわりに有機分子が集中して存在することが初めて明ら
かになった。これは、ブラックホールの周囲が高密度星間雲
に取り囲まれており、紫外線やエックス線が遮蔽されている
ことを示している。謎に包まれた巨大ブラックホール周辺の
環境を理解するうえで非常に重要な発見と言える。茨城大学
の樋口あやらは、大質量星形成領域 IRAS 16547-4247を観測
し、中心部から少なくとも2つの原始星アウトフローが出て
いることを発見した。またメタノール分子が放つ電波を観測
することで、砂時計状のガスの広がりも明らかになった。

3. 教育活動・インターンシップ受け入れ

　2014年6月14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

　2014年4月に、日本地球惑星科学連合大会（パシフィコ横
浜）にALMAの説明ブースを1 週間出展した。2014年度には
19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44件のニュース記事、7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2,500
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、平成26（2014）年度末現在での購読者（フォロワー）
は約22,000名である。
　科学観測や試験観測による成果を紹介する新聞・雑誌記
事がおよそ50件掲載された。またALMAを取り上げたテレビ番
組は3本であった。ALMAによる観測成果を取り上げた科学番
組だけでなく、テレビ東京の「世界で働くお父さん6」など
ALMAプロジェクトのスタッフを深く取り上げる番組もあ
り、多数の人々にALMAの魅力を伝えるのに効果的であった。
　平成25（2013）年度より続けている建設記録映像の制作の

一環として、平成26（2014）年度には先端技術センターに
おける受信機開発の様子を紹介する映像を制作した。また、
ACA相関器開発者のインタビューも撮影した。
　国立天文台ニュースでは、2015年2月号でALMA特集を企
画し、計画の概要とこれまでの成果を概観する記事を掲載し
たほか、チリ赴任中のスタッフのインタビューを掲載した。
また引き続き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。さらにこの記
事をALMAウェブサイトでも公開している。
　ALMAのデータを、デザイナー・アーティストの手により
オルゴールに変換した作品「ALMA MUSIC BOX」を製作し
た。この作品は六本木21_21 DESIGN SIGHTの特別展『活動
のデザイン展』（2014年10月－2015年2月）で展示され、デザ
インやアートに関心を持つ多くの人に、ALMAの存在とその
観測成果を知ってもらう機会となった。

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。平成26（2014）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。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. 研究会の開催

・2014/6/17-18　国立天文台三鷹
　ASTE/ALMA Development Workshop
・2014/7/14-17　韓国済州島
　EA ALMA Science Workshop
・2014/10/27-29　国立天文台三鷹
　ALMA/ASTE/Mopra Users Meeting
・2014/12/8-11　東京国際フォーラム

国 際 研 究 会 “Revolution in Astronomy with ALMA - the 3rd 
year -”

・2014/12/13-14　国立天文台三鷹
　ALMA Postdoc Symposium
・2015/3/5　愛媛大学
　ALMA Cycle 3 Town Meeting
・2015/3/25　工学院大学
　ALMA Cycle 3 Town Meeting
・2015/3/26　JAXA宇宙科学研究所
　ALMA Cycle 3 Town Meeting
・2015/4/2　鹿児島大学
　ALMA Cycle 3 Town Meeting
・2015/4/8　国立天文台三鷹
　ALMA Cycle 3 Town Meeting
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7. 科研費以外の外部資金獲得（産学連携経費等）

なし

8. 研究員の異動等

（1）採用
　Patricio Sanhueza　特任研究員

（2）退職・異動
　永井　洋　特任助教　チリ観測所特任准教授に採用
　小麦真也　特任准教授　工学院大学准教授へ
　新永浩子　特任准教授　鹿児島大学准教授へ
　Chibueze, James　特任助教　ナイジェリア大学講師

9. 主な訪問者

・2014年8月5日
永田恭介筑波大学学長が、合同アルマオフィス・サンティ
アゴ中央事務所を視察。Pierre Cox 合同アルマ観測所所長
と懇談。

・2014年11月6日
武田洋幸東京大学大学院理学系研究科副研究科長他が
ALMA山麓施設・山頂施設を視察。

・2014年11月26日
山内薫東京大学大学院理学系研究科副研究科長他が
ALMA山麓施設・山頂施設を視察。

10. ASTE望遠鏡の進捗

　ASTE望遠鏡は、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
の開発と実証を主目的として、これまで運用されてきた。
ALMA望遠鏡も本格運用に移行したことから、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主な目的として運用し、将来のALMAの
性能拡張のための開発も促進する。
　2014年度は、345 GHz帯分光観測での共同利用観測が前期
2014a（6月～9月）及び後期2014b（10月～12月）の2回公募さ
れた。また、ASTE望遠鏡の観測機能向上に貢献する研究者
を支援するため、その研究者らが提案できるGuaranteed Time 
Observation（GTO）枠を2013年度から設置している。共同利
用観測及びGTOプロポーザルは合計59件（前期：共同利用28
件、GTO 5件、後期：共同利用25件、GTO 1件）のプロポー
ザルが提出された。観測プロポーザルの審査はチリ観測所プ
ログラム小委員会で行い、合計38件（前期：共同利用20件、
GTO 5件、後期：共同利用12件、GTO 1件）のプロポーザル
が採択された。2014年6月16日から12月19日まで、ASTE三鷹
運用室から共同利用観測が実行された。
　2014年6月に、国立天文台三鷹キャンパスにおいてASTE/

ALMA Development Workshopを開催し、ASTEの観測性能を
向上させる将来装置や、将来のALMAの性能拡張に繋がる開
発について議論を行った。また、2014年11月にASTE将来装
置提案を公募し、3件の開発提案があった。日本アルマ科学
諮問委員会から審査員を選出し、3件ともASTEの将来装置の
候補として承認した。
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8　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システムの共同利用、シ
ミュレーション技術の研究開発、およびシミュレーションに
よる研究の推進を行ってきた。平成26（2014）年度は、現在
のシステムの主力機である大規模並列計算機アテルイ（Cray 
XC30）の増強を行った。新アテルイの理論演算性能は1 
Pflopsとなり、天文学専用のスーパーコンピュータとしては
世界最高の性能を誇る。重力多体問題専用計算機 GRAPE-7、
GRAPE-DR、GRAPE-9、計算サーバ（小規模計算用PCクラ
スタ）の運用も継続して行った。また、天文学データの可視
化にも継続して取り組んでいる。     

2. 計算機共同利用

（1）計算機システム
　本年度は本プロジェクトが運用する共同利用計算機群の
中心であるスーパーコンピュータCray XC30が新規更新され
た後の運用二年目であった。このシステムは水沢VLBI観測
所内に設置されており、水沢VLBI観測所の全面的な協力の
下に運用が継続されている。本年度はCray XC30のCPUが更
新され、理論ピーク性能が1 Pflopsを超えるシステムとなっ
た。更新された機材は順調に稼働を続けており、利用者によ
る学術成果も大きなものが得られつつある。
　スーパーコンピュータを含む「天文シミュレーションシス
テム」はクレイジャパンからのレンタルであるが、本部局で
はその他の非レンタル機材として以下のような機材を自力構
築し、共同利用運用を実施している：重力多体問題専用計算
機 GRAPE 類、中小規模計算を実行する PC クラスタ群、そ
れらに付帯する大規模ファイルサーバ、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。これらの機材はスーパーコン
ピュータシステムと連携することで日本国内外の研究者によ
る数値シミュレーション研究の中核を形成している。上記の
うちとりわけ重力多体問題専用計算機GRAPEシステムの有
効利用と共同利用活動促進のため、本年度もハードウェアと
ソフトウェアの両面から開発・改良・保守を行った。本年
度の主な活動としてはGRAPE-9の試験運用を開始したこと
がある。GRAPE-9は現行のGRAPE-7に比べ性能が約10倍に
なっている。
　XC30、GRAPE、小規模PC クラスタについては審査制を
経て計算機資源の割り当てを行う方式となっており、本年度
の利用状況や申請・採択状況は下記の節以降に示す通りであ
る。また本年度には本プロジェクトの共同利用計算機群を用

いた研究によって前（平成25（2013））年度内に出版された査
読つき欧文論文の実数調査を行い、それによると当該の査読
つき欧文論文の出版数は79本であった。
　共同利用計算機利用者との情報交換のためにコンテンツ・
マネジメント・システムの一種であるDrupalを立ち上げ、必
要な情報提供や各種申請書の受理はすべてDrupalを経由し
て行っている。また利用者向け情報送信手段として定期的に
CfCA Newsを発行し、計算機システムに関する諸情報を漏ら
さず周知するよう務めている。また、本プロジェクトが運用
する計算機を利用して得られた研究成果の出版と広報を促進
するために利用者向けの論文出版費用補助制度を継続施行し
ている。このうち平成25（2013）年度中に採択されて平成26

（2014）年度に支払いを実施したものは1件で、平成26（2014）
年度中に採択されて平成26（2014）年度に支払いを実施した
ものは4件（約40万円）であった。

□ Cray XC30 に関する統計
- 稼働状況
・年間運用時間   8088.6 時間
・年間core稼働率　88.37 %
- 利用者数
・カテゴリS：前期採択1件、後期採択0件、合計1件
・カテゴリA：年度当初14件、後期採択1件、合計15件
・カテゴリB ：年度当初56件、後期採択9件、合計65件
・カテゴリMD ：年度当初13件、後期採択3件、合計16件
・カテゴリTrial ：44件（通年の総数）
・カテゴリ I ：0件（通年の総数）

□ 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 ：年度当初4件、後期採択0件、合計4件
・カテゴリB ：年度当初6件、後期採択3件、合計9件
・カテゴリTrial ：1件 （通年の総数）

□ 計算サーバに関する統計 
- 稼働状況
・年間運用時間   8690.0 時間
・年間ジョブ稼働率 71.7 %
- 利用者数　39名（通年の総数）

（2）講習会・ユーザーズミーティング
　共同利用計算機システムの利用者に対する教育・普及、お
よび若手研究者の育成を目的として以下に示すような各種の
講習会や学校を開催し、好評を得た。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
参加を得て有意義な議論が行われた。
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□ Cray XC30 初級講習会
平成26年8月20日 参加者 6名

□ Cray XC30 中級講習会
平成27年1月19日 参加者 14名

□ IDL 講習会
平成26年8月21日 参加者 11名

□ AVS 講習会
平成26年8月22日 参加者 11名

□ N体シミュレーション大寒の学校
平成27年1月26－28日 参加者 16名

□ユーザーズミーティング
平成27年1月20－21日 参加者56名

3. 広報活動

　平成26（2014）年度は前年に引き続き，水沢キャンパスに
て開催される施設公開（平成26（2014）年8月30日開催「いわ
て銀河フェスタ」）に参加し、水沢スーパーコンピュータ室を
一般見学者に公開した。昨年と同様、約600名ほどの見学者
に稼働中のアテルイを間近で見てもらうことができた。この
公開日の様子は、地元メディアに数多く取り上げられ、地元
から注目されるものとなった。また、三鷹キャンパスで開催
される特別公開（平成26（2014）年10月25日開催「三鷹・星
と宇宙の日」）では、三鷹CfCA計算機室を一般見学者に公開
し、主にGRAPEと計算サーバの解説をし、シミュレーショ
ン天文学を知ってもらう企画を行った。さらに水沢スーパー
コンピュータ室と中継でつなぎ、三鷹キャンパスの見学者に
もアテルイ（Cray XC30の愛称）を知ってもらうことができ
た。これらに加え、三鷹キャンパスでは団体見学の受け入れ
を行い、平成26年には高校や企業などのグループ5件の見学
対応を行った。
　平成26（2014）年度中にCfCAから、「スーパーコンピュー
タ『京』を用いた計算で超新星爆発のニュートリノ加熱説が
有望に」（4月18日、CfCA・滝脇知也HPCI特任助教ら）、「天文
学専用スーパーコンピュータ『アテルイ』、さらに2倍の計算
速度へ」（11月13日、CfCA）、「スーパーコンピュータ『京』で
解き明かした宇宙線加速：天体衝撃波における高エネルギー
電子生成機構の新理論を発表」（2月27日、CfCA/4D2U・加藤
恒彦専門研究職員ら）の3件のリリースを行った。これらに
加え、チリ観測所から行われたリリース「双子の赤ちゃん星
を育むガスの渦巻き」の中でも、アテルイによるシミュレー
ション（法政大学・松本倫明教授）の結果が紹介された。
　さらに、これまでアテルイで行われた研究の成果を紹介す
るウェブ連載「アテルイが描く宇宙」を、アテルイのアップ

グレードにあわせて5回にわたって行った。この連載では、
アップグレード後のアテルイにどのような期待をするのかに
ついても、研究者自身に語ってもらった。また、天文月報
2015年2月号、3月号ではCfCA特集を組み、小久保英一郎プ
ロジェクト長によるCfCAの紹介記事、さらに共同利用研究
者らによるアテルイ、GRAPE、計算サーバを使った研究成果
の紹介記事が6本掲載された。
　 五 藤 光 学 研 究 所 制 作 の プ ラ ネ タ リ ウ ム 番 組「Space 
Analyzer」に撮影協力し、これはアテルイやGRAPE、また京
コンピュータを使った天文学研究を4D2Uの映像を交えなが
ら紹介する番組となった。この番組は平成26（2014）年9月から平
成27（2015）年3月まで、神戸青少年科学館にて上映された。
　また、昨年度から引き続きTwitterの運用を行い、CfCAの
研究紹介、講演会情報、メイディア掲載情報などを提供し
た。さらに平成26（2014）年度よりCfCAのYoutubeチャンネ
ルを開設し、リリース用の映像、研究成果の動画などの公開
を行っている。

4. 4D2Uプロジェクト

   平成26（2014）年度は開発担当の専門研究職員をこれまで
の2人から3人に増やし、4D2Uコンテンツの開発をさらに強
化した。シミュレーション可視化映像「ダークマターハロー
の形成・進化（II.大規模構造の形成）」を平成27年3月にウェ
ブ上で公開した。この映像は、4D2Uの映像コンテンツでは
初めて、ヘッドマウントディスプレイを使うことで全球映像
を楽しむことができるパノラマ形式のファイル配布を行っ
た。4次元デジタル宇宙ビューワーMitakaは平成26（2014）年
12月（ver.1.2.2）、平成27（2015）年2月（ver.1.2.2a、ver.1.2.2b、
Oculus Rift用実験版）、平成27（2015）年3月（ver.1.2.3）をリ
リースし、月の地形やVERAプロジェクトで観測した天体の
表示機能など新しい機能追加を精力的に行った。特にヘッド
マウントディスプレイで操作可能なOculus Rift 用実験版、さ
らにドームマスター（魚眼）表示が可能になったver.1.2.3は、
Mitakaの利用の幅を広げるアップデートとなった。また、
Mitakaのアップデート毎に描画の高速化を行い、よりなめら
かな動作を追求しつづけている。
　外部施設における展示へのコンテンツ提供、展示協力を
行った。代表的なものとしては、「ミッション［宇宙 x 芸
術］―コスモロジーを超えて」（東京都現代美術館，平成26

（2014）年6月7日－8月31日）、「月の神秘展」（コニカミノルタ
プラザ、平成26（2014）年7月15日－8月10日）、「宇宙のえが
き手展」（宇宙ミュージアムTeNQ、平成27（2015）年2月28日
－6月28日）などが挙げられる。さらに、広島大学宇宙科学セ
ンターが行ったイベント「満天の星かまがりナイトビーチ」

（瀬戸内しまのわ2014、平成26（2014）年7月20日・8月22－
24日）では、アクティブシャッター立体視システムを用いた
4D2U出張セットを貸し出し、遠方の方々にも立体視で4D2U
の上映を楽しんでいただくことができた。その他、テレビ番
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組や講演会での利用、科学館の企画展・常設展示、書籍での
利用、プラネタリウム番組での利用などにコンテンツ提供を
続けている。
　さらに、天文情報センターと共同で次期ドームシアターシ
ステムの検討・導入を行った。平成27（2015）年3月17日に
ドームシアターリニューアルのウェブリリースを行った。前
述した映像コンテンツ「ダークマターハローの形成・進化

（II.大規模構造の形成）」は，このドームリニューアルに向け
作成・公開された。また、新ドームでの上映用ソフトウェア
としてMitaka ver. 1.2.2を導入した。
　昨年度に引き続き、Twitterの運用を行い、4D2Uコンテン
ツ紹介や定例公開情報、関連イベント情報、メディア掲載情
報などを提供した。さらに平成26（2014）年度からは4D2Uの
Youtubeチャンネルを開設し、PC上でダウンロードする以外
にもスマートフォン、タブレット端末等で映像を視聴できる
ようにした。

5. 対外活動

（1）計算基礎科学連携拠点
　計算基礎科学連携拠点は、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）が平成21（2009）
年2月に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行くこと
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且つ強力にサポー
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。今年度からは、HPCI戦略プログラム分野5「物質と宇宙
の起源と構造」に加え、「ポスト「京」で重点的に取り組むべ
き社会的・科学的課題に関するアプリケーション開発・研究
開発」に採択された。
　本年度、本プロジェクトでは高橋博之・滝脇知也（7月迄）
の二名が特任助教として、川島朋尚（5月着任）が特任研究員
として本研究計画を推進するために勤務した。高橋特任助教
と川島特任研究員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コードを開発し、ブラッ
クホール降着円盤の大局的シミュレーションを行った。太陽
質量程度のブラックホールから銀河中心に存在する巨大ブ
ラックホールまでどのように成長していったのかは宇宙物理
学でも未解明の最重要課題だが、数値計算によってガス降着

によるブラックホールの急成長が可能であることがわかって
きた。滝脇特任助教は「京」コンピュータにおいて、重力崩
壊型超新星爆発の三次元シミュレーションを実行している。
超新星の研究は素粒子・原子核の研究と関わりが深く、計算
基礎科学連携拠点という枠組みの中でも様々な研究のハブと
なる重要な研究である。超新星爆発がなぜ起こるのかは60年
も前から議論が尽きていない天体物理の大問題であるが、

「京」コンピュータを使ったこれまでにないほど現実に近い
設定で行われ、その物理過程の解明が著しく進んでいる。   隔
月で行われている計算基礎科学連携拠点の運営委員会には本
プロジェクトより富阪幸治教授・大須賀健助教・井上剛志助
教が参加しており、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（2010）年秋に始まった準備段
階より文部科学省主導のHPCI（High-Performance Computing 
Infrastructure）計画に参加し、「京」コンピュータ利用や「ポス
ト京」計画など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」
コンピュータのHPCI戦略プログラム分野5とは密接に関係
するものの基本的に独立なものであることに注意）。HPCIコ
ンソーシアムは平成24（2012）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。本年度も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。本年度は

「ポスト京」計画の予算が正式に確定して開発体制も確立し、
具体的な運用に向けた議論が開始されている。ポスト「京」
世代の機材は平成31年以降の稼動が予定されており、そのた
めの議論に参画することで国立天文台がポスト「京」のHPC
中心の一つになることも原理的には可能である。

6. 契約職員人事異動等

本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）中山弘敬、加藤恒彦
（研究員）古澤 峻、川島朋尚 
（研究支援員） 長谷川幸彦、松本侑士 

本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）滝脇知也（特任助教）
（研究員）石津尚喜
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　科学衛星「ひので」は、平成18（2006）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（1981）年）、「よう
こう」（平成3（1991）年）に次ぐ、わが国3機目の太陽観測衛
星である。国立天文台では ISAS/JAXAと共同研究に関する
覚書をとり交わして、この衛星計画の推進に当たってきた。

「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が、これに関連する様々な新発
見をもたらし、大きな成果を挙げている。
　「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3名（桜井：議長・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、日本側の委員は、国立天文
台の職員（渡邊：座長・EIS、関井：SOT）で構成されている。
　平成26（2014）年度は衛星飛翔後8年次にあたる。主に平
成24～25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、少なくとも平成27～28年の衛星運用は、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。平成26

（2014）年度より「Focused Mode」運用が開始されることに
なったため、前年度末に試行をし、今年度は6月期と12－1月
期に実際の運用を行った。

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
ズマを捉える望遠鏡である。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26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図ら
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26（2014）年度、衛星運用
にひので科学プロジェクト所属の職員・学生が携わった延べ
日数は211日（このうち業務委託によるものは68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、24.9 %

（対国内）、15.7 %（対全体）である。平成19（2007）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

9　ひので科学プロジェクト
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定して実施されている。
　他衛星や地上観測装置との共同観測提案を奨励する「Call 
for Proposal」は「HOP（Hinode Operation Proposal）」と名づけ
られ、世界の太陽観測研究者との共同観測を推進することに
貢献している。平成27（2015）年3月までのHOP申請数は延
べ284提案に上っている。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
大きな成果を挙げている。

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。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・資料提供等を通じて、科学成果
の公開を図っている。
　平成26（2014）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14編であり、平成27年3月
末の時点で、延べ数として241編となる。ちなみに「ひので」
に関する全査読付論文数は810編であり、飛翔後8年半の時点
において、依然として査読付論文年間100編の生産ペースが、
ほぼ維持されていることになる。近年飛翔した太陽衛星観測
衛星や最新の地上観測装置との共同観測をさらに深め、太陽
活動の本質に繋がるような研究成果が期待される。

3. その他の活動

　平成26（2014）年度は、年度当初プロジェクトに所属する
研究員として3名（特任助教1名、特任研究員1名、学振特別研
究員1名）が在籍したが、特任助教1名（石川［遼］）は、6月
にひので科学プロジェクト助教として採用になった。
　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26（2014）年度
は、LOC担当がNASAであったため、第8回会議にあわせて

「2014 Living With a Star (LWS) Science Meeting」として、平成
26年11月2－7日に、米国オレゴン州ポートランド市において
共同開催している。

　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26（2014）年度にプロジェクトに来訪した長期（1ヶ月以
上）滞在者（外国人）を表に示す。

表1. 長期滞在者

氏名 所属（国）
Uitenbroek, Han 国立太陽観測所（米合衆国）
Kuhn, Jeffrey ハワイ大学（米合衆国）
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10　重力波プロジェクト推進室

　重力波プロジェクト推進室の活動は、神岡鉱山内における
大型低温重力波望遠鏡（KAGRA）の実現に主眼を置いてい
る。現在建設が進められているKAGRAは、3 kmのL字型を
したマイケルソン干渉計に基づく重力波検出器である。本プ
ロジェクトは、東大宇宙線研究所と高エネルギー加速器研究
機構と重力波天文学推進に関して締結された覚書の枠組みの
中で協力して進められている。本計画では、2017年には建設
が完了し、その後まもなく最初の観測運転が行われる予定で
ある。KAGRAは、米国と欧州に建設された重力波検出器の
国際的ネットワークの一員として、重力波天文学の創成に
貢献する。これと並行して、重力波プロジェクト推進室は
KAGRA データ解析の準備、およびKAGRAの将来的アップ
グレードとDECIGO開発のための研究開発を実施している。

1. KAGRAの開発

　KAGRAにおける国立天文台の役割を明確化させるため、
平成26（2014）年度に東大宇宙線研究所と覚書を締結し
た。当該覚書に基づき、重力波プロジェクト推進室は防振
系（VIS）、補助光学系（AOS）、ミラー特性評価（MIR）の
一部、および干渉計全体の光学設計を担当している。平成
26（2014）年度には日本学術振興会の特別推進研究として
KAGRAの開発に関する研究計画が承認され、その研究費の
一部はVISおよびAOSの開発のために国立天文台に分配さ
れた。加えて、重力波プロジェクト推進室はエグゼクティブ
オフィス、システムスエンジニアリングオフィス、成果発
表管理委員会、広報委員会、および安全管理委員会の活動を

通じてプロジェクトマネジメントに貢献している。平成26
（2014）年度の現地における主要な達成事項としては、真空
槽の設置と干渉計の設置準備が挙げられる。重力波推進室で
は、現地における活動をより効率的にサポートするため、分
室の開室準備を進め、平成27（2015）年4月1日には神岡分室
を開設した。

（1）防振系
　防振系システム（VIS）は、すべての干渉計構成部品を
地面振動から隔離するために必要な懸架系により構成され
る。KAGRAでは15基の防振装置が必要となる。このため国
立天文台では4種類の異なる型の懸架系を開発した。平成26

（2014）年度においては、防振装置の設計は確定され、初期
KAGRA用構成部品の大半が完成された。これらの開発の一
部は国立天文台先端技術センター（ATC）と協力して行われ、
特に、ボトムフィルターはATCとの綿密な連携により開発さ
れた。このほか、Nikhefとの協力により4台の倒立振り子が
完成し、TAMAでは一台の完全なプロトタイプ防振装置が試
験用に組み立てられた。これと並行して神岡サイトでは、イ
ンプットモードクリーナーのための防振系のインストール作
業を開始した。

（2）補助光学系
　補助光学系は、干渉計の鏡のための光学バッフル、ビーム
ダンプ、BRT（beam reducing telescope）、高品質ビューポー
トおよび光ローカルセンサー（光てこ）を含む数種類の光学
部品で構成されている。また迷光 により生じる雑音を軽減

図1. KAGRA建設経過：神岡鉱山内においてアームダクトが設置される間，三鷹のTAMA 真空槽の一つでは防振システム最初のフル・プロ
トタイプ試験が行われている．
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するために設計された250個のアームダクト用バッフルを、
KAGRAのふたつの3 kmアームに沿って設置する作業が完了
した。設計された光学バッフルを腕共振器内に設置した際の
散乱光雑音を推定する光学シミュレーションは昨年度中に
完了し、その性能はKAGRAの要求を満たすと判断されてい
る。大型バッフルのひとつ（直径400 mm）は、クライオス
タット（20 K）に格納される予定であり、そのバッフルの支
持構造が現在議論されている。BRTは3 kmアーム内に設置
された主低温鏡の傾きを検知するもので、干渉計の長期安定
運用に不可欠である。その概念設計は完了し、必要とする光
学部品の一部が納品された。

（3）ミラー開発
　KAGRAの光学部品のうち最も重要な役割を果たすのは、
サファイアの鏡である。従って、その品質の評価が必要とな
る。国立天文台重力波プロジェクト推進室では、これまでに
鏡の散乱計測装置を完成させた。この装置では全散乱量を
1 ppmレベルで計測することができる。平成26（2014）年度に
は、TAMA実験室に光学吸収率計測システムが導入された。
このシステムでは、サファイア基材の1.5 ppm/cm以下の吸収
率を計測することが可能である。現在、本システムの安定性
を改良するための微調整が行われている。

2. データ解析および理論

（1）データ解析準備
　採択された科研費（新学術領域研究）に基づく「重力波天
体の多様な観測による宇宙物理学の新展開」が現在進められ
ている。KAGRAの誤検出率を低減させるためには、環境モ
ニタリングシステムを必要とするが、現在、そのシステムは
神岡サイトのX-end室に設置された。ここで記録されたデー
タは、KAGRAのディテクター・キャラクタリゼーション・
グループによって解析された。取得されたノイズ・ビート情
報は重力波探査システムと共有される。

（2）相対論の理論研究
　一般的相対性理論的高次摂動論は、宇宙論、ブラックホー
ル、重力波などに広範な応用を持つ。そのため、一般相対性
理論的高次ゲージ不変摂動論についてはこれまで一般的な観
点から議論をしてきた。平成26（2014）年には、中村康二研
究員によって開発された一般的な枠組みが任意の背景時空
上での任意次数の摂動に適用可能であることが示された。ま
た、中村研究員は安東正樹准教授とともに、回転ねじれ振り
子の重力波に対する応答を精密に導く方法を提案した。

3. 研究開発

（1）KAGRAアップグレードのための研究開発
　重力波プロジェクト推進室では、KAGRA開発と並行して、

検出器の将来的アップグレードに備えて研究開発プログラム
を継続的に行っており、またそのための外部資金獲得に注力
している。平成26（2014）年度においては、KAGRAで用い
られる光学部品の低温耐性を試験するための低温実験設備を
完成した。同時に巨視的物体の量子力学的な振る舞いを調べ
るため、分子化学研究所との共同研究を開始した。この研究
のために、自然科学研究機構内支援プログラムを介して大型
真空槽が製造された。また、我々は結晶性コーティングを施
した鏡の性能調査のための研究開発を開始した。この研究の
目的は、重力波検出器などの光共振器を用いた精密測定実験
における熱雑音の低減にある。本プロジェクトは日本学術振
興会により支援された。平成26（2014）年度において、我々
はTAMAの施設を利用し、周波数依存スクィーズド光の現実
化に向けた、さらに大規模なプロジェクト計画の科研費を申
請した。

（2）DECIGO/DPF
　平成26（2014）年度に、次世代科学的ミッションとして
JAXAに申請されたDECIGO Pathfinder（DPF）計画は、採択
されなかった。不採択の主な理由のひとつとして、国内の重
力波グループのほとんどがKAGRA建設に集中していること
による人材の不足が挙げられた。しかしながら、DECIGOの
科学的重要性は JAXAに認識されたので、我々はDECIGOへ
のロードマップを見直した。
　“Pathfinder”として、我々は地上にて研究開発を行い、飛行
機により作られたフリーフォール環境においてDECIGO用
に開発された各ユニットの試験を行う。見直し後の研究開発
計画は、その後科研費として申請され、採択された。国立天
文台では、干渉計型センサーの開発を行っている。我々は本
年度、いくつかの自由度で試験マスの自由落下状態をシミュ
レートできるヤジロベエ型試験装置を作成し、試験マスの制
御可能性が実験的に示された。

4. 教育

　平成26（2014）年度においては、総研大より修士課程学生
1名、お茶の水女子大学および東京理科大学より各々学部生1
名が重力波プロジェクト推進室で研究プロジェクトを行い、
全員が学位を取得した。また、東大宇宙線研より博士課程学
生1名が、KAGRA 防振システムに関する博士論文のため国
立天文台で引き続き研究している。このほかに、重力波プロ
ジェクト推進室では国立天文台リサーチビジタープログラム
のもとで新潟大学より博士課程学生1名、NSFの助成による
重力波物理学における国際REUプログラムのもとでアメリ
カより学部生1名、総研大サマー・ステューデント・プログ
ラムのもとで学部生2名を受け入れた。当該総研大プログラ
ムのもとでは、上記2名のほかにピサ大学より修士課程学生
1名を受け入れ、当学生は後に東京大学の博士課程へ進学し
た。また重力波プロジェクト推進室では、東京大学大学院天
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11　TMT 推進室

　TMT計画は、日本、米国、カナダ、中国、インドの5ヵ国
の協力で進めている口径30 mの超大型望遠鏡の建設計画で、
国立天文台においてはTMT推進室が中心になって推進して
いる。平成26（2014）年度には、建設の基本方針と役割分担
についての参加機関の間での合意書を締結し、建設と運用を
担うTMT国際天文台を設立、建設開始を宣言した。日本で
は建設における役割分担として、望遠鏡主鏡の製造、望遠鏡
本体構造の設計、観測装置の設計・検討を進めた。
　TMT推進室の体制としては、年度末には教授3名、准教授3
名、主任研究技師1名、特任専門員2名、URA職員1名、専門
研究職員2名、研究支援員1名、広報普及員1名、特任研究員
1名、プロジェクト研究員1名、事務支援員2名が専任として
所属している。これに加え、先端技術センター、ハワイ観測
所、チリ観測所を本務とする教授1名、准教授4名、助教5名
がTMT推進室を併任しており、先端技術センターにおける
TMTの観測装置開発などを担っている。

1. 本格建設に着手したTMT計画

　国立天文台TMT推進室は、平成19（2007）年より四半期ご
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、外部評価委員会等に参加し、国際協力の具体化の協議を
続けてきた。その結果、建設の基本方針やスケジュール、各
国・機関の役割分担と観測時間配分の原則、建設と運用を担
うTMT国際天文台の設立、等を決める合意書群への各機関
の最終責任者の署名が平成26（2014）年4月までに行われ、
5月にTMT国際天文台が米国の法人として設立された。この
時点では、自然科学研究機構（日本）、中国国家天文台、カ
リフォルニア大学、カリフォルニア工科大学が署名し、正式
メンバーとなったが、12月にはインド、平成27（2015）年4
月にはカナダでTMT計画への予算が認められ、インド科学
技術庁、カナダ国立研究会議が正式メンバーとなった。この
6者に加え、米国天文学大学連合が準メンバーとして参加し、
米国としての正式参加にむけての準備検討を進めている。
TMT国際天文台評議員会副議長には日本の評議員が就任す
るなど、国際協議でも日本がリードする役割を果たしている。

文学科、および法政大学において通常講座を担当することに
より、教育に貢献した。その他お茶の水女子大学、総研大サ
マースクール、東京大学大学院工学系研究科においても短期
講義を担当した。

5. 文献報告・シンポジウム・ワークショップ等開催状況

　推進室のメンバーが著者に加わった、国際学術誌に掲載
された論文の数は34であり、国際会議での発表は11回であっ
た。日本国内で行われた会議では、30の発表が行われた。平
成26（2014）年度には、2014年6月20日・21日に国立天文台で
開催された第6回韓国－日本 ワークショップを企画した。ま
た、2014年5月、高山で開催された先端重力波検出器ワーク
ショップの企画に協力した。

6. 広報

　KAGRAでは、7月にトンネル完成記念式典が行われた。こ
の式典に続いてNHKで放映されたKAGRAを題材としたテ
レビ番組の制作に当推進室は協力した。また、毎日新聞より
KAGRAに関する取材を受け、その内容が2015年1月に記事と
して紹介された。10月の国立天文台公開日では、TAMA施設
及びKAGRA 関連部品の組み立てに使用されている ATCの
クリーンルームを一般公開した。このほかにも、複数の高校

生、大学生、民間企業のグループによるTAMA施設の見学に
対応している。

7. 産業界との関係

　当推進室では国内企業との継続的な協力関係のもとで、低
損失ミラーの品質向上を目指している。特に、オプティカ
ル・コンタクトを用いた超低損失固定共振器を開発した。鏡
の反射率 は99.999 %であり、目標とする光学損失は5 ppm以
下である。現在この共振器は試験中である。

8. 人事

　平成26（2014）年度当初、プロジェクトには特任教授1
名、准教授2名（うち1名は東京大学と併任）、助教5名（うち
1名は東大宇宙線研究所へ出向）、技術系職員3名、事務員2名

（JASMINEプロジェクトと兼務）、およびポスドク1名の14名
が所属していた。年度中、ポスドク1名、特任研究員1名、特
任専門員1名、およびリサーチ・アソシエート1名が加わり、
年度終わりには18名となった。このほかに、博士課程学生1
名、修士課程学生1名、学部生2名が重力波プロジェクト推
進室内で研究プロジェクトを行った。さらに、我々はCNRS

（フランス）より約1ヵ月半来日したリサーチ・ディレクター
を受け入れた。
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　平成26（2014）年7月には、マウナケア山頂域のTMT建設用
地について、ハワイ大学からTMT国際天文台へのサブリー
スが承認され、建設用地使用についてのすべての手続きが完
了となり、7月に建設開始を宣言した。10月にはハワイにて

起工式関連行事を開催し、現地での建設に着手した。
　日本においては、平成25（2013）年度にTMTの建設が大規
模学術フロンティア促進事業として新規に承認され、主鏡の
製造と望遠鏡の基本設計が進められてきた。平成26（2014）
年度には、主鏡製作の推進と望遠鏡の詳細設計、観測装置の
開発などを進める（後述）とともに、現地建設工事経費を含
むTMT国際天文台運用経費の分担金支払いを開始した。

2. 日本が分担する望遠鏡本体構造および主鏡製作、観
測装置開発の推進

　TMTの建設においては、合意書締結により、日本は望遠鏡
本体構造の設計・製作、および主鏡の製作と観測装置製作の
一部を担うことが正式に決まった。

（1）主鏡分割鏡製作
　主鏡については、分割鏡材の製作およびその球面研削のす
べてを日本が分担する計画であり、平成26（2014）年度には
39枚の鏡材を製作し、18枚の球面研削を行った。また、分割
鏡研磨の約3割も日本が担当することになり、15枚の非球面
研削を行うとともに、非球面研磨の量産工程の確立にむけた
開発と技術実証を行った。

（2）望遠鏡本体構造・制御系の設計
　望遠鏡本体構造は，平成25（2013）年度の基本設計をうけ
て、平成26（2014）年度から2年間で詳細設計を行う計画とし
た。平成26（2014）年4月には望遠鏡本体の制御系について、
11月には主鏡・分割鏡を交換する機構（分割鏡交換装置）に
ついての基本設計審査が行われ、いずれも合格し、詳細設計
に移行した。また、製造が難しく、製作の要求精度が高い大
型構造物については試作品を製作し、評価を行っている。平
成27（2015）年2月には、本体構造についての1回目の国際的
な設計審査会を開催した。

（3）観測装置
　日本は国際協力の中で第一期装置の製作の一部を担当して
いる。
　近赤外線撮像分光装置 IRISについては撮像部の製作を担
当しており、平成26（2014）年度には、高い要望のあった撮
像系の広視野化、高コントラスト光学系の追加などを可能に
する撮像系の光学設計を提案し、TMT科学諮問委員会におい
て承認された。
　広視野可視多天体分光器WFOSについては、カメラシステ
ムを担当することが予定されており平成25（2013）年度に引
き続き概念検討を進めた。主に品質の良い大口径ガラスの調
達可能性の調査を行い、調達可能性のあるガラスが複数存在
することを確認した。

図2. 佐藤勝彦自然科学研究機構長によるTMT合意書への署名（2014
年4月）．

図1. TMT完成予想図．

図3. 詳細設計を進めた望遠鏡本体構造．
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3. TMTによる科学研究の検討と広報活動

　TMT推進小委員会などを通じてコミュニティからの意見
を反映する取り組みを継続的に進めている。そのなかで提案
された、TMTによる科学研究の提案準備のための観測性能の
評価ツールをTMT推進室で作成し、国際的に公開して好評
を得ている。日本天文学会が発行している天文月報で3号に
わたりTMT特集を企画し、計画の概要と建設の進捗、科学検
討などをカバーする14本の記事を掲載した。
　TMTによる科学研究の検討はTMT国際天文台の科学諮問
委員会を中心に推進され、平成25（2013）年に設立された科学
ミッション定義チーム（ISDT）では、8分野中5分野で日本の研
究者が共同議長を務めるなど、大きな役割を果たしている。
　TMT 計画、特に日本の役割分担や推進状況については
TMT推進室ホームページで紹介している。英語ページの更
新に着手し、日本の計画の進捗を海外に発信する準備を進め
た。TMTニュースレターを40号から43号まで配信した。全
国各地での講演の実施や自然科学研究機構シンポジウムや大学
共同利用機関シンポジウム等での展示などを通じて、広報普及に
努めた。TMT計画への寄付を継続的に募り、平成26（2014）年

（1月から12月まで）には1法人、732人から寄付をいただいた。
　TMT応援団として2012年に結成された「クラブTMT」と連
携し、全国の科学館・プラネタリウムでのTMT紹介番組の上
映や講演で協力を得た。市民向けの講演や出前授業を約50件

実施した。
　TMTによる広報・普及活動、人材育成や教育への貢献につ
いては、国際的な検討チーム（WEPOC）が活動を行ってお
り、平成26（2014）年10月には東京で会合を開催し、日本国
内やハワイ観測所の取り組んでいるアウトリーチ活動や高校
生のすばる望遠鏡を含むハワイ研修の紹介、科学館の視察等
を行った。

図4. 主鏡分割鏡の非球面研削加工．

1. JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画の検討、開発
 

（1）概要 
　JASMINEミッションは、銀河系バルジのほぼ全領域の方
向（銀河系中心の周りの20°×10°）をサーベイし、その方向
に対して我々から約10 kpc以内にある星々の距離や横断速度
を高い信頼度で求めるために、10万分の1秒角（10 μ秒角）
という高精度で星の年周視差、固有運動、天球上での位置を
近赤外線（Kw-バンド： 1.5~2.5ミクロン）で測定する。高
精度（距離を正確に求めるのに必要とされる年周視差の相対
誤差が10 %以内）で測定できるバルジの星が約100万個にも
のぼる。銀河系の“核心”をつくバルジの位置天文サーベイ
観測は、観測データを使っての重力を担う物質の位相空間分
布構築による銀河系バルジの構造や構造の形成原因の解明、
バルジ内での星形成史、およびそれらと密接に関わる巨大ブ
ラックホールとバルジとの共進化の解明に対して、大きな
科学的成果が期待できる。上記の中型科学衛星に相当する
JASMINE計画の実現前に、段階的な科学的成果の進展と技
術的知識や経験の蓄積のために2つの計画（超小型、小型）を

先行的に進めている。まず、JASMINEの一部技術実証や近
傍の明るい星の位置天文情報をもとに科学的成果を出すこと
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
期待されていて、近い将来に打ち上げられる予定である。さ
らに、2021年度頃の打ち上げを目指して、小型 JASMINE（主
鏡口径30 cm級）を打上げる計画を進めている。銀河系中心
付近のバルジの限られた領域方向およびいくつかの特定天体
方向のみを観測し、先駆的な科学成果を早期に達成すること
を目標とする。（中型） JASMINE（主口径は、 80 cm程度）は、
バルジ全域のサーベイを目的とするが、打ち上げは2030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。

12　JASMINE 検討室
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（2）平成26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 6名、プロジェ
クト研究員 2名、研究支援員1名、技術支援員 1名、大学院生 
4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、統計数理研究所な
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、太陽系近傍での力学構造、星の運動をもとに
した星形成研究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。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進んだ。
　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）の組み立ては平成22

（2010）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努めた。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。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 μ~20 μ秒角、固有運動（天球上を横切る角
速度）を10~50 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、銀河系中心に存在する巨大ブラック
ホールの形成史、銀河系中心核バルジの重力場と中心付近で

の活動性、 X線連星の軌道要素と高密度天体の正体、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。さらに、地上から観
測されるバルジ星の視線速度や化学組成のデータと合わせる
ことで、より意義のあるカタログとすることが可能である。
なお、小型 JASMINEは、衛星システムに関する概念検討、概
念設計や小型 JASMINE衛星にとって重要な検討要素となる
熱構造、姿勢制御、軌道などのサブシステムに関する詳細な
検討をエンジニアの方達（JAXAシステムズエンジニアリン
グ（SE）推進室、研究開発本部、宇宙科学研究所）10名程度
にもご協力していただき、平成 20（2008）年11月から集中検
討を行っている。こうした背景のもと、 JAXA宇宙研での小
型科学衛星ミッション公募（平成25（2013）年度にイプシロ
ン搭載宇宙科学ミッションと名称や公募条件が変更された）
へのミッション提案を目指して、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
を平成21（2009）年度以降インハウス検討およびメーカー委
託により行ってきた。具体的には、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が進めら
れてきた。そして、イプシロン搭載宇宙科学ミッションの公
募（2014年2月締切）に対して既にミッション提案を行うこと
ができた。最終候補には残らなかったが、明確な課題を与え
られるとともに、一定の評価を得ている。その課題の解決の
見込みも立ってきており、次の公募に備えて準備を行ってき
ている。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、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
で正式に取り交わしている。
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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
4つの柱を中心に研究・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）の新規開発とそれによる

観測計画の立案。
（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WACOおよび JTPFの技術検討とこれに関す
る国際協力の推進。

（4）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26（2014）年度の体制は、本務スタッフ5名、併任ス
タッフ3名、本務研究員5名であった。欧文論文（査読あり）
は36編、欧文論文（査読なし）4編、欧文報告（国際会議講演
等）14回、和文論文（査読あり）1編、和文論文（査読なし）
2編、和文著書5編、和文報告（学会発表等）は49回であった。
 

図1. SEEDSで観測された原始惑星系円盤および残骸円盤のギャラリー．観測波長は近赤外線．
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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（2004）年度より設計・
製作を始め、平成21（2009）年度には性能試験観測を終え、
平成21（2009）年10月より第一回すばる戦略枠プロジェクト
SEEDS（Subaru Explorations of Exoplanets and Disks）観測を全
国の研究者・海外研究者約100名とともに開始し、順調に観測
を進めた。観測は本年度でほぼ完了した。

（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高精度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（2010–2014）年度
科研費特別推進研究（代表：田村元秀）に基づく。装置構成
要素の最終製作、ファイバー実験、本番用光周波数コムの製
作、全体のアセンブルを進めた。また、M型星のまわりの地
球型惑星探査の立案を広範囲のサイエンスチームとともに進
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）WACO（WFIRST-AFTA Coronagraph）およびJTPF （Japanese 
Terrestrial Planet Finder）
　地球型惑星やスーパーアースなどの低質量惑星を直接撮像
により観測し、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。WACO WGとして、
共同研究者とともに JPLのテストベッドでの性能実証を継続
して進めた。

（2）SEIT（Second Earth Imager for TMT）
　口径30 m地上次世代超大型望遠鏡TMTによる地球型惑星
検出を実現するための新しい観測装置SEITの検討を技術面
と科学面の両方で継続して進めた。SEITの観測方式の実証
光学系を構築し、実証実験を進めた。

3. 研究活動・教育活動・啓蒙活動

　太陽系外惑星やその誕生現場である原始惑星系円盤などを
直接撮像観測するSEEDSプロジェクトを、2009年からすば

る望遠鏡を用いて進めていたが、大きなトラブルなく2015年
1月に本来のサーベイをほぼ完了した。今年度は、Herbig Ae
型星HD100546から約47 AUの距離に惑星質量天体（15木星質
量以下）の存在を確認した。惑星天体は点状ではなく広がっ
ており、周惑星構造の存在が示唆された。円盤に渦巻腕が存
在する証拠も得られた。また、SEEDSの250個のサンプルを
用いた中間統計的議論の結果、恒星が遠方（10–100 AU）に
5–70木星質量の巨大惑星・褐色矮星を持つ確率は約2 %であ
ることを示した。さらに、ケック望遠鏡とすばる望遠鏡の観
測に基づき、約120個のM型星まわりの巨大惑星の直接観測
による探査の結果をハワイ大学他と共同で出版した。
　すばる望遠鏡戦略枠SEEDSプロジェクトに基づく国際共
同研究の一環としてHiCIAOを用いた高コントラスト観測を
行い、原始惑星系円盤の観測を行った。その結果、若い恒
星 IRS48（WLY 2-48）の原始惑星系円盤が著しく非対称であ
ることを円盤散乱光として初めて検出した。また、原始惑星
系円盤の高コントラスト観測に関するレビュー論文を出版し
た。さらに、ハッブル宇宙望遠鏡を用いた国際共同研究によ
り、約10天体の残骸円盤の可視光コロナグラフ観測を行い、
円盤の微細構造と惑星との相互作用を議論した。
　系外惑星研究や関連する研究・開発を進める院生10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・プレスリリースを多数行った。
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14　RISE 月惑星探査検討室

1. 将来月探査に向けた機器開発

（1）VLBI電波源
　米国の月探査機GRAILの成果として、最新の月重力場モ
デルが年度の途中に発表された。潮汐ラブ数が当初の予想を
上回る精度で推定され、SELENE-2／VLBI電波源での目標を
凌駕していた。そのため開発計画の全面的な見直しを行った。

i）マコール基板パッチアンテナの電気特性解析、温度環境試験
　SELENE-2からの予算獲得が困難となったため、BBM製作
は一時的に中止した。一方、将来の月惑星探査への要素技術
開発という観点で、アンテナの素材の電気特性を計測した。
アンテナの基板の材料となるマコール材（誘電体）の電気特
性のひとつである比誘電率の温度依存性を、月面環境（−200
度から+120度の温度範囲）を模擬した熱真空試験を実施して
計測した。これまでの研究開発に関する成果を査読付き論文
に投稿し、受理された。

ii）月内部構造の推定
　GRAILの測地データと月震データとを組み合わせて月中
心付近の構造を推定する研究を進めた。将来ミッションで達
成される測地観測精度と月内部構造の推定精度との関係につ
いて論文にまとめ、8月末に投稿した。

iii）VERA 20 mアンテナのS/X帯の2ビーム化に関する検討
　アンテナの方式をVivaldi（ヴィバルディ）型に決定し、電
磁解析ソフトウェアを用いたアンテナ素子の設計を行った。
現時点ではアンテナの形状の最適化までを行い、所望の性能
を実現することを計算機シミュレーションによって確認した。

（2）月レーザ測距
　着陸機に搭載するための月レーザ測距用反射板を作成する
ために、鏡材の選定を行い、形成方法として三面貼り合わ
せ法および一体加工の検討を行った。また，IBF（Ion Beam 
Figuring）の要素技術試験のために、千葉工大、東京理科大と
三者協定を結んだ。具体的には、（a）鏡材候補であるSi、ガラ
スセラミックの熱真空試験を行ってスペースでの使用に問題
ないことを確認した。（b）月面環境を模擬した熱光学シミュ
レーションを行い、最適な鏡材として、クリアセラム -EXに
代わり単結晶シリコン（Si）を選定した。（c）光学メーカと
オプティカルコンタクトによる三面貼り合わせ試作品を作成
した。

（3）月面天測望遠鏡（ILOM）
　平成24（2012）年度に開発した振動の影響を受けにくい水
銀皿をBBMに組み込み、疑似星像を用いた撮像試験を行い、

星像中心位置の変化と、地盤振動、鏡筒の傾斜との比較を
行った。星像変位の原因を調べる過程で、実験用フレームの
振動の影響が大きいことがわかり、それを改良して実験と振
動評価を行った。また，地上観測のための鏡筒のフレーム部
分が完成した。

（4）はやぶさ2ライダー

i）実機を用いた実測距試験、地上検証機によるハードウェア
試験を行った。受光と送光の比から求まる小惑星表面アルベ
ドの精度見積もりを行った。

ii）クイックルックソフト開発を行い、噛合せ試験での確認
を行った。

iii）データ解釈のための小惑星周縁ダストを計算により見積
もった。

（5）JUICE木星系探査高度計
　昨年度提案していた観測機器GALA（ガニメデレーザ高度
計）が2013/2/20に正式にESAにより JUICEミッションの搭載
機器に選定されたので、GALA日本チームの主要メンバーと
して活動を正式に開始した。日本はレーザ高度計のうちの受
光部の開発を担当する。

i）設計の基となる詳細なレーザ光回線計算（パフォーマンス
モデル）を実施した。

ii）メーカに依頼した熱・構造解析の仕様検討、内容確認を
行った。

iii）日本サイエンスチームの中の重力・回転変動サブグルー
プのリーダーを務めた。

2. 教育活動・広報

　会津大学の大学院コース20コマをRISE メンバー6名が、
岩手大学1年生授業4コマを2名がそれぞれ非常勤講師として
講義を行った。また、同じく岩手大学から2名のインターン
シップを受け入れた。総合研究院大学のサマースチューデン
トプログラムとして神戸大学2年生1名を2週間受け入れた。

3. 共同研究、国際協力

　平成24（2012）年度に更新された、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
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関する基本的事項についての覚書き」に基づいて月着陸探
査機器（LLRおよび ILOM）の基礎開発の共同研究を行っ
た。ほぼ毎月、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。
　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22（2010）年に更新され

た、「カザン大学と国立天文台との間のVLBIと位置天文観
測の共同研究のための協定書」に基づいて、月回転の新し
い理論の構築に向けた共同研究を行った。日本学術振興会
の二国間共同研究の支援を受けて，研究会を三鷹キャンパ
スと水沢キャンパスで1日ずつ開催した。ロシアからは17
名の参加があった。

　SOLAR-C 準備室では、次期太陽衛星計画 SOLAR-C の計
画の策定と観測ロケット実験CLASPの実施という2つの活動
を行っている。平成26（2014）年度は、太陽研究者コミュ
ニティが中心になって構成するSOLAR-C計画ワーキンググ
ループ（WG）から JAXA戦略的中型衛星公募に対して提案を
行い、またCLASP計画においてはフライトモデルの組立・評
価試験が平成27（2015）年度夏期の飛翔実験に向けて国立天
文台内ATCのクリーンルーム内で実施された。

1. SOLAR-C計画

　SOLAR-C計画は、「ひのとり」「ようこう」「ひので」に続
くわが国4番目の太陽観測衛星として2020年代はじめ頃に実
現を目指して計画されているもので、これまで実施されてい
ない彩層磁場観測と解像度の高い撮像・分光観測を通して、
太陽研究分野の主要課題であり、また地球周囲の宇宙天気・
宇宙気候に影響を及ぼしている太陽磁気プラズマ活動、（1）
彩層・コロナ加熱、（2）太陽面爆発、（3）太陽放射スベクト
ル変動の解明に挑むものである。「ひので」衛星の観測から
直接的・間接的に見いだされた「基本となる磁気構造スケー
ルを解像」し、それらの「磁気構造の運動や相互作用の可視
化」を通して課題に挑む。このために、SOLAR-Cでは光球
からコロナにわたって高い解像度（0.1–0.3秒角）の画像・
偏光・分光観測を人工衛星に搭載した観測装置で実施する。
SOLAR-C の観測装置は、光球・彩層を観測する口径1.4 m
のSUVIT、彩層からコロナまでを分光観測するEUVST、そ
して遷移層・コロナを撮像観測するHCIから構成される。
SOLAR-C計画はWGの開始時より日本人研究者以外に多く
の海外研究者の協力を得て準備され、ロケット・衛星部分を
日本が分担し、観測装置を米欧の宇宙機関との大規模な国際
協力によって分担することが想定されている。
　この計画は、JAXA宇宙科学研究所の宇宙理学委員会に設
置された「次期太陽観測衛星計画ワーキンググループ」（主
査：渡邊・国立天文台教授）が活動母体であるが、国立天文
台の研究者はその活動の主要部分を担っている。国立天文台
においては、SOLAR-Cの検討を「ひので科学プロジェクト」
下のサブプロジェクト室である「SOLAR-C検討室」で平成20

（2008）年度から開始し、平成25年度より、「ひので科学プロ
ジェクト」から独立したAプロジェクト「SOLAR-C準備室」

（本務スタッフ5名、併任スタッフ・研究員11名）に引き継い
で衛星計画実現へ向けた準備を進めている。

2. CLASP計画

　CLASP計画は、水素のライマンアルファ線輝線の偏光観測
を通して太陽彩層・遷移層磁場の検出を目指している観測ロ
ケット実験計画であり、平成21（2009）年度から検討・基礎開
発が開始され、日米をはじめとする国際研究チームでこの計
画を進めている。平成24（2012）年度後半から開発が本格化
し、平成25（2013）年度中にフライト装置開発費の見通しを
得た。この偏光観測は、観測装置の一部コンポーネントの供
給を米国（CCDカメラと制御コンピュータ）とフランス（凹
面回折格子）から得て、日本で開発した遠紫外線望遠鏡とそ
の偏光分光装置を米国の観測ロケットに搭載し、米国で平成
27（2015）年度夏期に飛翔実験を実施する。国内では鹿野・
国立天文台助教が日本側PIであり、助教・ポスドク・大学院
生といった若手が中心になって設計・装置開発・評価実験が
行われてきている。

3. 平成26年度の活動

　SOLAR-C計画では、JAXA戦略的中型衛星公募に向けた提
案書作成が活動の中心となった。国際協力体制でSOLAR-C
を実現するために、平成27（2015）年1月に提出した欧州宇宙
機関ESAの中型衛星計画公募へ提案書の作成に関して欧州
研究者を支援し、また平成27（2015）年2月には JAXAの戦略
的中型衛星公募に対して提案を行った。平成27（2015）年度
前半にそれらの提案の審査結果が得られる予定である。
　CLASP計画では平成27（2015）年度夏期の飛翔実験を目
指してフライト品の組み立て調整と高精度の偏光性能評価を
含む性能試験が実施された。米国供給品の設置時には、米国
の科学者や技術者が装置組立に参加している。なお、CLASP
関連では、一部のフライト品の製造、実験に必要な部材の設
計・製造において先端技術センターの寄与が大きい。

15　SOLAR-C 準備室
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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いる。
　これらのシステムは、DB/DAプロジェクト、ネットワーク
プロジェクト、JVOプロジェクト、Hyper SuprimeCam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、安定した運用の下、多くの研
究成果を生み出している。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2015年5月の時
点で、約1048万フレーム、約54 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、2014年度
に15篇出版され、2015年5月現在で総計173篇に達している。
2014年度は前年度に引き続き、SMOKAの高度検索機能の開
発や運用の効率化のためのシステム改良を行った。また、
2015年9月に予定されるすばる望遠鏡HSCデータの公開の準
備を開始した。

（2）ネットワークプロジェクト
　天文データセンターは、本部（三鷹キャンパス）や各観測
所におけるネットワークシステムの運用と各地区ネットワー
ク間を接続している広域回線の運用を行っている。平成26

（2014）年度の運用ハイライトは、以下の通りである。

1）観測所間ネットワークの高速化：今年度は、東京～ハワイ
観測所間の国際回線を155 Mbps ATM回線から、1 Gbpsイーサ
ネット回線へ更新した。同時に、米国のインターネットサー
ビスプロバイダおよび、ハワイインターネットエクスチェン
ジへの接続を開始した。

2）水沢10 Gbps研究開発：NICT JGN-Xが提供する高速回線上
にて、天文観測データなどを高効率に伝送する高速データ伝
送システムの研究開発を行った。Intel社との共同研究におい
て、開発した「連雀+」は，Intel社のDPDKを活用すること
により、100 Gbpsを超える伝送が可能となった。

（3）データベース天文学推進室
　2013年度から開始された JVO portal第二版の開発を引き続
き進めた。2014年度は前年度に設計された画面レイアウト
に基づきVO検索を実行するためのソフトウエア開発を行っ
た。第一版における基本検索機能である、「高速検索」、「基
本VO検索」、「並列VO検索」が実装された。また検索実行時
のステータス表示機能、結果の閲覧機能、ユーザデータの閲
覧機能の実装を行った。ALMAデータの検索機能の向上を
行い、周波数で検索する機能を実装した。2014年9月の山形
大学における天文学会では JVO ALMA公開システムのデモ
ブースを出展した。大規模データのクロスマッチシステムの
開発を行い、200億件のデータを10分程度でクロスマッチす
ることができるようになった。2015年1月にVO講習会を開
催し3名の参加者があった。AKARI衛星FIS観測装置による
全天マップデータのVOインターフェイスによる配信を開始
した。

（4）Hyper Suprime-Cam用解析ソフトウェア開発プロジェクト
　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、および実装などを行っている。
　今年度は、HSCによる戦略枠サーベイ観測が2014年3月よ

16　天文データセンター

4. その他

　SOLAR-C準備室運営の基本的な部分や緊急的な対応部分
にかかる経費は国立天文台より充当されているが、計画準備
を支える経費の大部分は、科学研究費や JAXAの戦略的開発

研究費・搭載機器基礎開発実験費、民間財団の研究助成など
の獲得に依っている。
　平成26（2014）年度終了とともに木挽俊彦技師の併任が解
除される。また、平成27（2015）年4月終了時点で坂東貴政研
究技師が他プロジェクトへ異動する予定である。
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り開始され、定期的に大量のデータ（1晩で300–400 GBの生
データ）が生成されるようになった。また、取得されたデー
タを解析し、その結果をデータベース化したものを戦略枠観
測チーム内に配布するデータリリースを2回行った。リリー
スされたデータ量としては、画像全体で約50 TB、画像数で約
20万枚、カタログされた天体数は約8千万天体で、データベー
スだけでも2 TBの量となった。リリースされたデータおよ
びデータベースにアクセスして、様々な角度から検索・取得
するためのユーザーインターフェースの開発が継続的に行わ
れ、既に多くの機能が公開されている。このデータリリース
を支える計算機は今のところ安定稼働中であり、ソフトウェ
アについては、必要最低限の機能については運用フェーズへ
と移行した。データ解析用のパイプラインソフトウェアにつ
いては、当初計画していた精度で天体からの信号を測定する
ためには今後も様々な改良が必要であり、次年度以降の大き
な課題として残っている。2011年度より開発をしてきた、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
要なソフトウェアについては、戦略枠や一般共同利用の観測
中に稼働させている。小さな不具合は多数あるものの、観測
サポートツール（解析結果のWebブラウザによる可視化）の
開発・運用とあわせて、ハワイ観測所の運用の円滑化に大き
な寄与をするようになっている。

（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、各種計算機シ
ステムによる共同利用の中核は、レンタル計算機群が担って
おり、平成25（2013）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。
　このシステムは「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（すばる望遠鏡観測者
向けデータアーカイブ（MASTARS）、すばる望遠鏡公開デー
タアーカイブ（SMOKA）、HSC サイエンスサーバ、ALMA 
データアーカイブ、VERA データアーカイブ、野辺山宇宙電
波データアーカイブ、岡山データアーカイブ、および文献カ
タログアーカイブ機能）」「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。
　同システムの総ストレージ容量、総メモリ容量および総
CPUコア数は、それぞれ約 6 PB、13 TB および2000個におよ
ぶ。また、平成26（2014）年度の総ユーザ数と総データダウ
ンロード量は、それぞれ384名と約31 TBであった。
　また共同利用の一環として、ソフトウェアやシステムにつ
いての各種講習会等を開催・協力を行った。平成26（2014）
年度に開催した講習会等の会期と参加人数は、以下の通りで
ある。
1. 総研大サマースクール
　平成26年07月31日－09月08日　参加者3名（解析協力）

2. すばる秋の学校2014
　平成26年09月24日－26日　参加者12名
3. ALMA CASA チュートリアル
　平成26年10月29日　参加者32名（解析協力）
4. IDL講習会：FITS解析編
　平成26年12月09日－10日　参加者12名
5. N体シミュレーション大寒の学校
　平成27年01月26日－28日　参加者13名
6. VO講習会
　平成27年02月26日－27日　参加者3名
7. SQL講習会
　平成27年03月03日－04日　参加者7名

　平成26（2014）年度の講習会等の回数とそれらの参加人数
の合計は、それぞれ7回と82名である。

3. その他

　広報活動として、平成26（2014）年度は「ADCからのお知
らせ」をNo. 386からNo. 436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。
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1. 先端技術センターの組織と活動の概要

　先端技術センターでは、国立天文台が進めるプロジェクト
の装置開発を「重点領域開発」として、将来の計画に資する
開発研究を「先端技術開発」として、天文観測装置の開発に
取り組んでいる。
　これまで重点領域開発として進めてきたALMA受信機に
ついては、平成25（2013）年度に出荷を完了しており、平成
26（2014）年度は受信機の不具合対応を中心に行った。ATC
運営委員会において、ALMA受信機の保守・運用体制につい
ての議論を進め、平成26（2014）年10月より、新たな組織体
制に移行した。図1に、先端技術センター全体の新たな組織
図を示す。これまでの「ALMA受信機開発」は3つに分かれ、
重点領域開発として、「ALMA受信機保守」と「先端受信機開
発」、先端技術開発として「望遠鏡受信機開発」を配置し、受
信機の保守、開発、共同利用に対応できる体制を整えた。
　重点領域開発として、TMT観測装置 IRIS、重力波望遠鏡
KAGRAの開発を進めた。いずれも、MEショップとの協力
により、観測装置主要部品の設計・製作が進められた。IRIS
は光学系の大幅な見直しを行い、広視野の反射光学系を設計
し、プロトタイプ実現のための実験が進められた。これまで
重点領域開発として進めてきたHyper Suprime-Cam（HSC）に
ついては、すばる望遠鏡への搭載試験が行われ、装置トラブ
ルの対応を行ったのち、平成26（2014）年3月より本格観測運
用が開始された。
　先端技術開発としては、超伝導共振回路型検出器MKIDを
用いた電波カメラの開発、スペースからの太陽観測を目指し
たCLASP観測装置の開発などが行われた。CLASPは平成27

（2015）年夏の打ち上げを目指し、大型クリーンルーム、ス
ペースチャンバー、およびMEショップの協力により精力的
に開発が進められ、平成26（2014）年3月末には、すべての試

験が完了した。
　先端技術専門委員会（外部委員を含む）においては、台長
からの要請に基づき、先端技術センターにおけるプロジェク
ト推進体制、および、将来計画に資する開発研究の在り方に
ついての議論が開始された。平成26（2014）年度は、ALMA
計画に対する先端技術センターの取り組みに対するレビュー
が行われた。次年度以降、TMTに対する推進体制および将来
計画に資する開発研究の在り方についての議論が行われる予
定である。

2. ワークショップおよび開発支援設備

（1）メカニカルエンジニアリングショップ（ME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。3チーム（設計チーム、加工チーム、測定・超精密
加工チーム）が専門性を活かしつつ、連携して業務を遂行し
ている。

　設計チームは、昨年度から継続してKAGRA補助光学系装
置の構造設計とTMT/IRIS撮像部の機械構造設計を担当して
きた。

KAGRA補助光学系装置の設計として、以下を行った。
・BRT（Beam Reducing Telescope）用ミラーマウントの 設計
・BRT用架台の振動解析
・主鏡懸架系用XYθトラバース機構の設計・組立・評価
・ボトムフィルタの組立 （6台）
・Type-Bp主鏡懸架系真空槽内部フレームの振動解析、構造

設計
・Type-A主鏡懸架系真空槽外部フレームの振動解析、改善提案

TMT/IRIS撮像部の設計として、以下を行った。
・大気分散補正機構，コールドストップ機構，フィルタ交換

機構，検出器ステージ設計
・大気分散補正機構の試作評価
・キネマティックレンズセルの振動試験
・フィルタ交換機構駆動部の試作
・中型冷却真空槽の設計・製作

その他の設計として、以下を行った。
・HSCの立ち上げ支援や不具合への対応
・ALMA受信機評価デュワー用　横倒し機構付き架台の設計
・電波カメラ4素子ホーンおよび検出器マウントの設計

　加工チームは、KAGRA望遠鏡搭載部品の製作やTMT/IRIS

17　先端技術センター

図1. 先端技術センターの新しい組織図（平成26年10月より）．
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撮像部の試作部品の製作を担当するとともに台内外からの数
多くの製作依頼に応えた。KAGRA望遠鏡搭載部品では、昨
年度取り組んだ防振系ボトムフィルタのプロトタイプに続き、
今年度はボトムフィルタの量産（11台）の主要部品の製作を
担当し、スケジュールに沿って製造を進めている。今期はそ
れらに加え新たに64チタン（Ti-6Al-4V）を素材とするリコイ
ルマスの製作依頼にも応え、試作（2台）の主要部品を完成さ
せるとともに量産（8台）を進めている。また、防振系の特殊
バネ材料（マルエージング鋼）の加工条件も掌握し、搭載部
品として仕様に適う形状加工を達成している。IRIS関連で
は要素試験実験の進行に伴い、ADC（Atmospheric Dispersion 
Compensator）用歯車試作やADC取り付けインターフェース
など、引き続き冷却駆動系試作部品の製作を担当した。その
他の加工としては、2015年9月にフライトを予定している太
陽観測用ロケット（CLASP）搭載部品（スーパーインバー製
キネマティックマウント）や ISASからのイオンエンジン用
導波管の製作なども担当している。電波カメラ開発において
は、高精度ホーン評価用導波管の製作に成功し、内製ホーン
の実用化に貢献している。
　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構（KEK）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
り組んでいる。Xバンド加速管ディスクの鏡面加工の高効率
化を目指し具体的な加工機械の検討を進め、試験加工や評価
を行った。また、分子科学研究所および名古屋大学と協力し
て、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い、一通り
の検証を終了した。また広帯域特性に優れるコルゲートホー
ン型アレイの製作に着手しており、ミリング加工によるコル
ゲートホーンの試作を行い、良好なビームパターンの取得に
成功した。これを発展させた4素子のコルゲートホーンアレ
イの加工にも着手している。

　MEショップでは、昨年度は132件の製作・修理依頼を受け、
前年度からの繰り越し7件を含む139件中133件を完了し、6件
は平成27（2015）年度に繰り越した。外部機関の利用は7件で
ある。平成26（2014）年度依頼件数を表1に示す。

（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：67件
・設備の修理更新

干渉計ZYGO-GPIアライメントカメラ交換、
Solid Spece-3700修理、
測定室内のすべてのHEPAフィルタ交換

B.測定器共同利用
    平成26年4月～平成27年3月（共同研究での使用を含む）
　測定器利用件数　391件
　　内訳：ATC内部　159件
　　　　　台内、東大天文センター　196件
　　　　　その他　36件

　大型三次元測定器LEGEX910の利用　37件
　　内訳： ALMAとHSCで13件
        　　　オプトショップへの測定依頼　24件
　年間を通じて定常的に利用されており、稼動日数は50日で
あった。

（3）光赤外検出器グループ
　光赤外検出器グループでは，主に可視光検出器を用いる国
内外の装置グループの対応を行っている。国内では、昨年に
引き続きKyoto3DIIカメラのアップグレード作業（冷凍機交
換とデュワーの改造）が行われた。このカメラは2015年度に
稼働する予定である。完全空乏型CCDを使用する海外の装
置グループへの対応は、マニュアルを随時更新しつつ、主に
メール等でサポートを行った。そのほか、今年度は新たな試
みのひとつとしてSolar-Cに向けた検出器の評価システムを
立ち上げた。今後詳細な評価を行う予定である。

（4）特殊蒸着装置
　SuMIRe（Subaru Measurement of Images and Redshifts）プロ

（括弧内は平成27年度への繰越数）

前年からの繰り越し 7 　
先端技術センター 23（3）
HSC 1 　
TMT/IRIS 10 　
KAGRA/重力波 17（2）
SOLAR－C/CLASP 36 　
太陽観測所 6 　
ハワイ観測所 1 　
ALMA 7 　
ASTE 1 　
RISE 2 　
天文情報センター 2 　
系外惑星探査プロジェクト 13（1）
JASMINE 4 　
FOREST 1 　
その他 2 　
外部機関 　 　

東大・天文C 4 　
JAXA/ISAS 2 　

合計 139（6）

表1. MEショップへの依頼件数．
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ジェクト向けに、光ファイバー分光器用マイクロレンズへの
広帯域反射防止膜を製作した。複数材料の配置を工夫して広
帯域高性能を目指したもので、レンズ3500個への加工作業そ
のものは成功裏に終了した。レンズの性能評価は、ハワイ観
測所において行われている。

（5）スペースチャンバーショップ
　先端技術センターが所有する真空チャンバーやクリーン
ルーム内で運用する真空機器設備を用いた共同利用を支援
している。主な共同利用実績としては、分子科学研究所の
UVSORシンクロトロン施設に真空チャンバーを持ち込んで
観測ロケットCLASPの実験が実施されたほか、熱工学試験
真空チャンバー（スペースチャンバー）で各種実験が行われ
た。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、超広視野初期宇宙探査衛星WISHによるフィルタ交
換機構の低温モータ試験、ハワイ観測所によるすばる望遠鏡
観測装置に搭載するフィルタ評価実験などが実施された。そ
のほか、アウトガス測定等で小型の真空チャンバーが用いら
れた。また、恒温槽を用いて観測装置部品の温度サイクル試
験等が実施された。

（6）設備管理ユニット
　設備管理ユニットは、建物、電気設備、CE（コールドエバ
ポレータ）設備の法令で義務づけられる日常点検と運用管理、
施設設備管理、工事、危険物管理、実験室運用などの管理業
務を行っている。
　設備関係では、実験室5室とマシンショップの照明設備を
蛍光灯からLED球へ改修工事を行った。各実験室とも照度
が改善し、特にマシンショップでは室内全域で機械工作を行
うのに必要な照度向上が確保できた。循環冷却水設備、水管
路は毎年定期点検、洗浄を行い、管路の赤さびなどを除去し、
水流を阻害しない対策を行っているが、送水ポンプが故障す
る事故が発生し、長期間一般水道水を使用する事態になった。
クレーン設備は毎年年次点検を行い、4.8トンクレーンについ
ては荷重負荷試験も行った。洗浄作業に使用する4台のドラ
フトチャンバーについては、定期自主検査を実施するよう労
働基準監督署の指導があり、吸引風速が法定基準を充たさな
いことが判明した。また、フッ化水素系溶剤を使用する1台
の装置では、排出ガスが環境基準を充たすようスクラバーの
設置を進めている。有機溶剤、油脂類は、屋外危険物保管庫
に保存することにした。建物関係では、平成27（2015）年度
に完成する先端技術実験（TMT）棟建設計画に協力している。
　実験室設備（クリーンルームを含む）を利用したプロジェ
クトは、先端技術センター、重力波・KAGRA、TMT、電波
研究部、HSC、JASMINE、光赤外研究部、太陽系外惑星探査、
ハワイ観測所、SOLAR-C・CLASPである。高いクリーン度
を必要とするプロジェクトは、クリーンルーム設備を利用し、
開発棟（南）のクリーンルームではKAGRAの装置組立が行
われ、開発棟（北）の大型クリーンルームは、CLASP（ロ

ケット搭載太陽観測装置）の開発で通年用いられた。同観測
装置は3月末に完成し、平成27（2015）年の夏に米国で打ち上
げられる予定である。

3. プロジェクト支援

　平成26（2014）年度は、年2回の共同利用公募を行い、共同
開発研究（7件）および施設利用（30件）として受け入れ、先
端技術センターの設備を用いた開発研究が行われた。研究代
表者・研究課題等については、「施設等の共同利用」の項目に
掲載されている。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 Band 4, 8, 10
　ALMA望遠鏡において、日本が開発を担当しているBand 
4, 8, 10受信機カートリッジの量産とチリへの出荷は、平成25

（2013）年度中に完了した。平成26（2014）年度には、チリ現
地での試験で発生した不具合への対応を行い、9月には、一部
の作業を残したものの、チリでの受入試験（PAS: Provisionary 
Acceptance on-Site）をほぼ完了した。
　受信機カートリッジの保守体制を本格化するとともに、
ALMA望遠鏡の開発を通して培った技術を広く他の望遠鏡
受信機に応用し、さらに将来を見据えた先端的な受信機の開
発を目的として、これまでのBand 4, 8, 10開発チームを再編
成した「ALMA受信機保守」、「先端受信機開発」、および「望
遠鏡受信機開発」のチームを発足させた。先端技術センター
長の強力なリーダーシップのもとで、チーム間での連携を密
とし、適切な人員の流動性の確保や測定装置の共有を行うこ
とによって、作業の効率化を高めている。

「ALMA受信機保守」および「先端受信機開発」は、引き続
きATCの重点領域開発と位置づけ、「ALMA受信機保守」に
おいては、Band 4, 8, 10受信機カートリッジの保守を確実に
実施すること、「先端受信機開発」としては、受信機の広帯域
化、多ピクセル化、高周波化を進める。また、「望遠鏡受信機
開発」は、 ATC の先端技術開発と位置づけ、野辺山45 m 望遠
鏡やASTE望遠鏡などに搭載する受信機開発を推進する。

（2）Hyper Suprime-Cam （HSC）
　HSCは平成26（2014）年3月24日より、すばる望遠鏡の戦
略枠観測および共同利用観測に供され、本格運用が始まった。
平成26（2014）年度は、4月期に11晩、6月期に18晩、9月期
に16晩、11月期に19晩、1月期に12晩、3月期に19晩と合計95
晩（エンジニアリングも含む）の観測を行ってきた。この間、
装置トラブルによる観測停止は6月期に4晩発生した。原因は、
シャッターのリアルタイムクロックのバックアップ用電池切
れ、およびHSC制御用主計算機の電源故障等が重なった複合
的なものであった。そのほか、観測に影響を与えた事象とし
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て、シャッター、フィルタ交換機構の動作不安定と冷却水漏
れ等があった。これらトラブルはATCエンジニアリングス
タッフの全面的なサポートを受け、平成26（2014）年末にか
けて順次改修を行い、その結果1月期、3月期におけるトラブ
ルはほぼなくなり、安定運用を実現した。
　エンジニアリング観測において、設計通りの結像性能、検
出効率が確認できた。また、HSCの制御用ソフトウェアと望
遠鏡運用ソフトウェアの連携を調整し、動作の並列化を進め
た。この結果、フィルタ交換時や悪天候時を除く時間の90 %
以上を、露出に充てることができるようになり、効率的な観
測を実現した。
　平成27（2015）年度以降の残作業としては、CCD動作不良
原因の究明と対策、検出効率モニターと単光源フラットラン
プの開発・設置がある。

（3）TMT搭載観測装置 IRIS
　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。2013年3月より行っている基本設計では、（1）撮像系と
分光系の視野位置の最適化、（2）分光系のADC （Atmospheric 
Dispersion Compensator）による光学歪み、（3）高コントラスト
機能の追加拡張性の問題を考慮して検討を進めた。その結果、
これらの問題をすべてクリアし、すべての仕様を充たしつつ、
これまでの4倍の広さの視野を持ち、なおかつほとんどコス
トが増加しない光学設計を提案した。この設計はTMT Board
で承認された。その後さらに光学設計を進め、現在ベースラ
インとなっている全反射型の光学系を提案した。一方でこれ
までにない高い透過率、反射率を持つコーティング、フィル
タの製作を行い、「高効率、低波面収差光学系」の実現に向け
たプロトタイプ実証を進めている。

（4）重力波望遠鏡KAGRA
　重力波プロジェクト推進室と共同で、KAGRAの補助光学
系および防振系に関する開発を行っている。
　KAGRA補助光学系ついて、主にKAGRAの迷光対策に用
いられる大型バッフルのメカニカルな部分の設計を行った。
バッフルは5種類あり、最大で直径800 mm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感度が高い
KAGRAの3 km両腕内に設置される。バッフルのメカニカル
な設計に関しては、MEショップの協力のもと、バッフルの
振動や迷光・散乱光などを考慮し、干渉計構造設計やアセン
ブル方法の検討を進めている。
　今年度は、補助光学系のうちビーム縮小光学系（beam 
reducing telescope）について設計を行った。この光学系は
KAGRAの2本ある3 km腕の終端部にそれぞれ1台ずつ設置さ
れ、光軸の傾きや並進シフトなどをモニターし、制御のため
のフィードバック信号を生成するものである。光学部、防振
部と信号取得部からなるが、このうち主要部の光学設計を
行った。

　KAGRA防振系は、干渉計を構築するミラー類を懸架して
防振するための装置である。この防振系は多段の防振フィル
タにより構成されるが、ATCではボトムフィルタ7台につい
て、実機部品の一部製作、クリーンルーム内でのアセンブ
リと性能試験、および出荷用の梱包までを行っている。こ
の7台のフィルタは KAGRA の初期フェーズ initial KAGRA

（iKAGRA）にて必須のものである。また、MEショップでは、
ミラーの反跳を低減することで防振に寄与するリコイルマス
とよばれるパーツ2台についても実機製作を行っている。磁
性や電気伝導度への要求などから64チタン（Ti-6Al-4V）とい
う特殊金属が用いたが、MEショップにおいて加工方法を確
立した。このほか、懸架物の全荷重を受けつつ真空内でなめ
らかに微小な並進および回転動作を起こすための装置（トラ
バーサー）について、設計、アセンブリ、テストを行った。

5. 先端技術開発

（1）望遠鏡受信機開発
　ALMA受信機開発で培った技術を基礎として、「望遠鏡受
信機開発」においては、野辺山 FOREST 受信機や、ASTE 望
遠鏡の 345/450 GHz 帯受信機の開発を行うとともに、複数の
カートリッジを同時に運用するための冷却器の基礎検討を進
めた。このように、特定のプロジェクトの開発を通して ATC 
に蓄積された技術やノウハウを、広く他のプロジェクトや大
学・研究機関へ還元しコミュニティ全体の底上げを図ること
は、ATC の強みを生かす活動であり、またプロジェクトの成
果を最大限に活かす上でも重要である。

（2）電波カメラ
　電波カメラグループでは、筑波大学、埼玉大学、KEK、理
研と協力して、ミリ波・テラヘルツ波の超伝導MKIDカメラ
を開発し、遠方銀河の広視野観測を行う南極テラヘルツ望遠
鏡や宇宙マイクロ波背景放射（CMB）の偏光を観測する衛星

（LiteBIRD）に搭載することを目指している。
　本年度は、超伝導MKIDを最大限生かすために、広視野観
測システムをテーマに主に4つの研究成果が得られた。
1）広視野コンパクト0.1 K冷却システム 
2）広視野（1.0度）テラヘルツ光学系
3）反射防止コーティング付700画素シリコンレンズアレイ
4）CMB B-mode偏光観測用MKIDカメラ
　なお、本研究を進めていた日本学術振興会特別研究員

（PD）の新田冬夢氏は、2015年4月より筑波大学助教として転
出した。

（3）強度相関型テラヘルツ干渉計の開発
　光子の量子光学的な振る舞いにより、天体の強度信号を用
いて干渉計の相互相関を得られることが、ハンブリーブラ
ウン・ツイスの強度干渉計として知られている。本研究で
は、これを発展させ、強度相関と遅延時刻の測定に基づく開
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口合成型干渉計の可能性について研究を進めた。野辺山太陽
電波観測所との協力で、野辺山電波ヘリオグラフを用いた17 
GHz太陽電波の強度相関信号から遅延時刻の高精度測定（10
ピコ秒以下、積分時間50ミリ秒）が可能であることが示され
た。また、超伝導トンネル接合を用いたテラヘルツ光子計数
技術の研究を開始し、テラヘルツ帯の光子計数に基づく強度
干渉技術の検討を進めた。本研究は、松尾学術振興財団の研
究助成金を用いて行われた。

（4）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の天体観
測を推進する活動が、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26（2014）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
実現に向けた基礎開発が行われた。
　水素の Lyα線で太陽彩層・遷移層の磁場観測を目指す
CLASP計画は、平成25（2013）年度から飛翔用の観測装置の
準備に本格的に入り、平成26（2014）年度は装置をATCの大
クリーンルーム内で組み立て、また試験を通して飛翔用観測
装置に仕上げる段階へと移行した。平成26（2014）年度終わ
りまでに、CLASP観測装置の偏光観測性能はATC内で開発
されたUV較正光源を使って較正された。CLASPの飛翔実験

は、平成27（2015）年夏に米国で実施される予定である。
　次期太陽観測衛星計画SOLAR-C関連では、近赤外線セン
サーの性能評価のほか , 偏光分光装置の偏光変調に使用する
波長板の試作、面分光用イメージスライサーの試作研究を進
めた。また、JAXAの研究開発部門と太陽紫外線照射にさら
される光学面のコンタミネーション管理について共同研究を
進めている。

（5）近赤外線イメージセンサー開発
　市販されている国産 InGaAs近赤外線イメージセンサーが天文
観測に用いることができるか確認するため、メーカーが行わない
低温での評価試験を行った。読み出しノイズと暗電流につい
て、天文観測用としては不十分であることがわかった。一方
で、波長感度特性、画素内感度分布、リニアリティなどの諸
性能に大きな問題がないことも確認した。そこで、市販素子
のCMOS読み出し回路部を、専用に設計した低ノイズCMOS
回路に置き換えることにし、試作素子の設計を行った。
　これまで各天文台で用いられてきた汎用2次元検出器デー
タ取得システムMESSIAを、HSCの回路基板を流用して新規
開発した。今後の配布に向けて試作機を広島大学かなた望遠
鏡観測装置に搭載し試験運用を開始した。

18　天文情報センター

1. 概要

　当センターは、国立天文台のみならず天文学全般の科学的
成果の一般社会への広報・普及・啓発、新発見天体の通報対応、
および日の出・日の入りなど市民生活に直結した暦などの天
文情報の提供を目的とした組織である。平成26（2014）年度
には、国際天文学連合・国際普及室が加わり、広報室、普及
室、暦計算室、ミュージアム検討室、図書係、出版室、国際
普及室および総務室の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26（2014）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3名（うち併任2）、
研究技師4名、技師1名、技術員1名、係長1名、特任専門員2名、
専門研究職員4名（うち併任1）、広報普及員23名、研究支援員
1名、事務支援員2名の体制であった。
　平成26（2014）年4月1日付で国際普及室に Cheung Sze-
Leung特任専門員、普及室に宇津巻竜也広報普及員、ミュー
ジアム検討室に二見広志広報普及員、武田隆顕広報普及員、8

月1日付で普及室に柴田幸子広報普及員、平成27（2015）年3
月1日付でミュージアム検討室に根本しおみ広報普及員、普
及室に波田野聡美広報普及員が着任した。
　平成26（2014）年9月30日に宇津巻竜也広報普及員が退職、
11月30日生田ちさと助教、平成27（2015）年3月31日堀真弓
図書係長が異動、大島紀夫研究技師、福島英雄研究技師、伊
東昌市広報普及員、馬場幸栄広報普及員、増沢等広報普及員、
渡邉百合子広報普及員が退職した。
 
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、月食や流星群など社会的
に話題となる天文現象を取り上げ、普及室と共同で天文現
象キャンペーンを行った。10月8日の皆既月食の際にはイン
ターネット中継を実施し、およそ3万人の視聴を得た。
 

（1）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、
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月 件　数 月 件　数 月 件　数
2014／4 576,378 2014／8 1,180,446 2014／12 532,836
2014／5 451,804 2014／9 696,725 2015／1 641,761
2014／6 408,358 2014／10 2,179,203 2015／2 470,296
2014／7 634,310 2014／11 581,852 2015／3 642,456

合　　　計　　　　8,996,425

表1. 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）（平成26年4月－平成27年3月）

表2. ウェブリリースまとめ

2014年5月21日 2種類のガス流が織り成す連星系周辺の複雑な構造
2014年7月28日 今も温かい月の中～月マントル最深部における潮汐加熱～
2014年7月29日 TMTの現地建設開始を決定
2014年8月18日 謎の宇宙竜巻「トルネード」の形成過程を解明
2014年9月17日 銀河衝突で作られる巨大ガス円盤～円盤銀河誕生の謎に電波で迫る
2014年11月7日 アルマ望遠鏡「視力2000」を達成！―史上最高解像度で惑星誕生の現場の撮影に成功
2014年11月13日 天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイ」、さらに2倍の計算速度へ
2014年11月19日 巨大黒点の出現と、「ひので」がとらえた磁場構造
2014年12月4日 双子の赤ちゃん星を育むガスの渦巻き
2015年2月26日 巨大ブラックホール周囲に驚くほどマイルドな環境を発見
2015年3月31日 アルマ望遠鏡が描き出した大質量星団の複雑な誕生現場

2014 年 6 月 3 日 塵の向こうの巨大爆発－アルマ望遠鏡で探るガンマ線バーストの発生環境
2014 年 6 月 19 日 ガリレオ衛星が「月食」中に謎の発光？ すばる望遠鏡とハッブル宇宙望遠鏡で観測
2014 年 7 月 3 日 アルマ望遠鏡が目撃したダイナミックな星の誕生
2014 年 8 月 21 日 天の川銀河の星の元素組成で探る宇宙初代の巨大質量星の痕跡
2015 年 2 月 18 日 新星爆発は宇宙のリチウム合成工場だった

表3. 記者会見まとめ

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。
　8月に国立天文台ウェブサイト日本語版を更新してスマー
トフォン対応を行い、社会のインターネット閲覧環境のトレ
ンドの変化に対応した。
　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、129号～142
号を発行した。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月より運用を行っているソーシャル・ネットワー
キング・サービス（SNS）のひとつ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。2015年
3月末現在でのフォロワー数は47,000件を超えた。今年度か
らTwitterとFacebookの英語版の運用を開始し、英語での情
報発信を強化した。

（2）成果公開
　研究成果発表の件数は16件であった（昨年度は26件、一昨
年度は17件）。
　例年好評を博している「科学記者のための天文学レク
チャー」は、第21回目を「TMT建設開始」と題して、TMT起
工式前の2014年9月30日に開催した。プロジェクトの進捗状
況やキーサイエンスについてのレクチャーに37名の参加者が
熱心に耳を傾けた。また、レクチャーで使用する資料を参加
者に事前回覧する、来場できない記者向けにレクチャーの様
子をインターネットで配信する等の工夫も凝らした。

（3）国立天文台の「広報センター」としての活動
　通常の研究成果発表やその支援に加え、下記の活動を行った。
　「多波長観測で宇宙を読み解く」、「望遠鏡 宇宙の歴史をさ
かのぼる」、「Research and Education at NAOJ」の日英版動画を
合計6本公開し、国立天文台全体の研究活動を広く一般に紹
介した。2015年3月末時点で合計約1万の視聴回数を獲得して
いる。
　また、プロジェクトの企画による一般向け講演会の開催支
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太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～6月 204 116 45 6 168 65 107 774 1485
7～9月 200 284 46 8 150 68 118 995 1869

10～12月 230 324 78 3 294 85 125 669 1808
1～3月 214 130 71 15 186 74 106 468 1264

表4. 国立天文台天文情報センター普及室・電話応答数（平成26年4月－平成27年3月）

援を行い、11月には観測開始から15年となるすばる望遠鏡の
成果とTMTへの期待を紹介する講演会を、12月にはアルマ
望遠鏡による最新の成果を紹介する講演会を開催した。前者
は仙台市天文台の共催の下、都内を離れ初めての地方開催を
試みた。
　さらに、大規模展覧会として開催された「宇宙博2014」（主
催：NHKほか）、「ヒカリ展」（主催：国立科学博物館ほか）
への資料出展、画像等のコンテンツ提供、図録執筆の協力を
行った。
　写真撮影研修を6月、10月の2回開催し、各プロジェクトの
広報担当者のスキルアップに努めた。7月には国立天文台全
職員を対象にしたSNS研修を実施し、SNSを用いたコミュニ
ケーションの啓発を行った。

4. 普及室の活動 

（1）一般質問受付
　マスコミや官庁、一般からの質問に対応した件数は、電話
は6,426件（表4）、手紙は141件、うち公文書は69件であった。
また、インターネットを通じた質問は平成26（2014）年4月よ
り取り止めることとなった。

（2）教育・アウトリーチ活動
　平成16（2004）年度からはじめた双方向型の情報発信事業
である天文現象キャンペーンは、2件（平成26（2014）年8月

「夏の夜、流れ星を数えよう 2014」報告件数： 346件、同10月
「皆既月食を観察しよう 2014」報告件数：1,293件）を実施した。
　「ふれあい天文学」も5年目を迎え、応募のあった51校すべ
てで実施し参加児童・生徒数は4,812名であった。児童・生徒
からの感想文には、「星を見てみたい」、「大きくなったら天文
学者になりたい」という声などが多く寄せられており、天文
学者と直接会い授業を受けることが、天文学への親しみや興
味を喚起させる機会となっていることがうかがえる。講師陣
は49名であった。
　夏休み期間中の8月4日（月）、5日（火）に、小学生、中学
生、高校生を対象とした「夏休みジュニア天文教室＋君もガ
リレオ！（申込制・定員50名）」を開催した。付き添いの保護
者含めて両日とも100名以上の参加があり、望遠鏡の工作や
使い方のレクチャーを受けた。参加者は217名（4日112名、5
日105名）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、事務局として参加した。メインテーマは「宇宙のフ
ロンティアに挑むTMT」とし、10月24日（金）、25日（土）
の2日間、東京大学大学院理学系研究科付属天文学教育研究
センターおよび、総合研究大学院大学物理科学研究科天文科
学専攻と共催で実施した。2日間とも晴天に恵まれて過去最
高の入場者となる4,768名の参加があり、盛況であった。普段
立ち入ることのできない施設の公開、参加型の展示やミニ講
演、子どもたちに人気のゲームやクイズ等、各プロジェクト
が工夫を凝らした企画を行い、幅広い年齢層に対応している。
　第5回国際科学映像祭を8月1日～9月28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36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100万人
を超えた。また、コアイベントとしてキックオフイベント

（平塚市科学館）、ドームフェスタ（広島市子ども文化科学館）、
クロージングイベント（郡山市ふれあい科学館）を開催した。
　多摩六都科学館と毎年共催している行事「国立天文台見学
会」は1月5日（月）と3月8日（日）、第一赤道儀室での太陽黒
点観察および常時公開コース見学、星座早見盤製作と使用法
説明、50 センチ公開望遠鏡での観望を行い、各回40名、合計
80名の参加があり好評であった。
　9月22日（月）～26日（金）には、今回で10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＠ALMA inチリ」
がALMAをテーマにチリ観測所にて開催され、研究者・教育
普及関係者合計25名が参加した。
　「君もガリレオ！」プロジェクトは、公益財団法人天文学
振興財団からの支援を受け、国際連携室と共同で、平成26

（2014）年6月30日～7月6日にモンゴルにて下記のイベントを
実施した。7月1日、モンゴル、バヤン・ウルギー県ツィンガ
ル村の小学校にて、講演会と望遠鏡工作ワークショップを実
施し40名の参加があった。さらに、遊牧民キャンプにて観望
会を実施し約50名が参加した。
　7月3～5日には、ウランバートル市モンゴル国立大学にて、

「第1回東アジア天文教育普及ワークショップ」開催しネパー
ル、香港、ポルトガル、日本、モンゴルの5か国およそ35名の
参加があった。
　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。科学技術広報財団等と協力して「光図」ポスター（A1サ
イズ、A2サイズ、ともに日本語版のみ）を制作した。
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（3）地域活動
　「三鷹市星と森と絵本の家」の平成26（2014）年度の年間
入館者数は、38,911名である。普及室では、企画展示「ほし
と星座」（平成25（2013）年7月～平成26（2014）年6月）およ
び「絵本と宇宙」（平成26（2014）年7月～平成27（2015）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。さらに、平成25（2013）
年度から始まった「三鷹市星と森と絵本の家・回廊ギャラ
リー展示絵本原画公募」に協力し、天文台のあるまち生まれ
の「星と森の絵本」シリーズとして最優秀作品『きみにみえ
るように』（青野広夢　絵・文）、『ほしみるおじさん　みぢか
なうちゅうのおはなし』（もりなお　絵・文）をぶんしん出版
より出版した。
　三鷹市、NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構と共同で
第6回「みたか太陽系ウォーク」を実施した。9月20日（土）
～10月26日（日）に開催され、市内154店舗、国立天文台や市
役所などを含む63施設も含め合計217箇所に常設でスタンプ
が置かれた。スタンプ台紙マップの配布数は約15,000枚、景
品交換者数は2,665名、総スタンプ数は275,315個。平均スタ
ンプ数は103個で、すべてを回った参加者が63名もおり、太陽
系の旅を体験しながらの商工振興や観光促進、さらには親子
で街を楽しみ、街の魅力を再発見する機会となっている。
　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（2009）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25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」にも講師派遣や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ひとつである「暦書」の編製として「暦
象年表」を発行している。

（1）平成27（2015）年版暦象年表、平成27（2015）年版理科
年表暦部、平成28（2016）年暦要項（平成27（2015）年2月2
日官報掲載）を刊行した。平成28（2016）年暦要項からは基
準暦としてDE405に代えてDE430を採用、暦象年表Web版も
暦要項の刊行にあわせて更新している。

（2）ホームページ（http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/）については、
暦Wikiのコンテンツを拡充、すべてのコンテンツのスマート
フォン対応を完了した。そのほか、例年同様キャンペーンと
も連携しつつ、ラブジョイ彗星、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。皆既月食・初日の出ともに天候には恵まれなかった
ものの、平成26（2014）年度のアクセス数は2,800万件を突破
している。

（3）日本カレンダー暦文化振興協会では第4回総会、新暦奉告
参拝に加え、旧暦2033年問題のシンポジウム2回を開催した。

（4）天文台の貴重書である和漢書から、図書室と共同で、第
50回 市井の天候資料、第51回 星図の常設展示を行った。こ
れらの展示は図書室ホームページ「貴重資料展示室」でも閲
覧できる（http://library.nao.ac.jp/kichou/open/）。

（5）新天体関係

　国立天文台に寄せられる新天体通報等の対応を4名（常勤
職員2名、非常勤職員2名）が当番制で担当した。ここ数年は
毎年20件程度の対応であったが、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32件で
あった。その内訳は、新星・超新星：12件、彗星（または彗
星状天体）：10件、発光物体8件、恒星1件、天文現象の質問
1件であった。とくに近年、光害カットフィルターを併用し
て発生する、明るい星のゴースト像を彗星と誤認する例が増
加している。既知の彗星や惑星を新天体として通報する例が
多い中、9月にあった超新星の通報では、発見者から国立天
文台への通報とともに九州大学の山岡均氏あてに同時に通報、
山岡氏から国際天文学連合電報中央局へ通報し、Supernova 
2014cyの発見として認定された。

6. ミュージアム検討室の活動

　平成25（2013）年度より、普及室から施設公開事業の部分図1. 暦計算室WEBアクセス件数（年度別PV）．
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を移して組織を改編し、アーカイブ室からミュージアム検討
室と改称した。その事業内容から普及室のスタッフと共同で
運営する部分もある。

（1）施設公開
　平成26（2014）年度の4D2Uドームシアターの公開について
は、古くなった機器の改修工事のため12月から3月までの4ヵ
月間公開を休止した以外、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15回実施したところ、1,359名の参加者があった。
また、団体公開は54回で1,543名、視察他は69件で622名の見
学者があり、合計138回、のべ3,524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4D2U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。平成24（2012）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ている。計23回実施した
ところ、年間5,161名の参加者であった。
　平成26（2014）年度の三鷹地区常時公開には19,754名の見
学者が訪れた。その他団体見学は197件（うち総合学習60件）
5,992名、取材対応は357件であった。また、より多くの方に
公開施設を楽しんでいただけるように、「国立天文台・見学ガ
イド」の英語・中国語・韓国語・スペイン語版を作成したほ
か、小学生が自分で答えを見つけながら見学できる「国立天
文台三鷹・見学ワークブック」を作成した。
　平成23（2011）年6月より、アーカイブ事業および施設公
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を中心とした「南コース」、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を中心とした

「北コース」をガイド付きで案内した。今年度は合計422名の
参加があった。また、「国立天文台三鷹キャンパス・ガイドツ
アーハンドブック」を作成し、参加者に配布している。

（2）ミュージアム構想・アーカイブ事業
　歴史的に重要な観測、測定装置、資料の散逸を防ぐために、
収集・整理・保存とその展示方法や環境の改善を進め、国立
天文台天文ミュージアム（仮称）について、基本理念や組織
などの準備・検討を行った。水沢地区、野辺山地区と共同で
ミュージアム構想の立案や資料台帳づくりを行っている。
　平成26（2014）年4月25日、国立天文台三鷹の歴史的建造物
として、レプソルド子午儀室、ゴーチェ子午環室、ゴーチェ
子午環第一子午線標室、ゴーチェ子午環第二子午線標室、門
衛所、表門、旧図書庫及び倉庫の7件が新たに登録有形文化財
となり、三鷹本部では合計で10件の国の登録有形文化財を所
有することとなった。
　平成25（2013）年度にNPO法人三鷹ネットワーク大学推進
機構（以下、三鷹ネットワーク大学）主催で実施した「国立
天文台ガイドボランティア養成講座」修了生の中からガイド

ボランティアを登録した。9名の登録者は、ガイドツアーに
おける補助・説明を行った。三鷹ネットワーク大学では、第
2回「国立天文台ガイドボランティア養成講座」を実施し、4
名が受講、終了し、国立天文台ガイドボランティアとして登
録を行った。

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26（2014）年
度も引き続き貴重書のデジタル化とデータの公開を進めた。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および所蔵雑誌種
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. 249～No. 260（平成26年4月号～平
成27年3月号）

・国立天文台年次報告 第26冊 2013年度
・ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL ASTRONOMICAL 

OBSERVATORY OF JAPAN Volume 16 Fiscal 2013
・ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL ASTRONOMICAL 

OBSERVATORY OF JAPAN, Volume 15 Supplement Fiscal 2012

　2014年度は、出版室の事業全版にわたって国際発信力の強
化に努めた。まず“ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL 
ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF JAPAN Volume 15 
Supplement Fiscal 2012”を制作して『年次報告』の全訳を行
い、あわせてVolume 16で定期刊行化した。また、国立天文台
ニュースにおいても、国際化関係の特集や連載記事の制作を
スタートした（国際教育普及テーマ・9月号／連載・外国人ス
タッフに聞く・12月号）。『理科年表』に関しても、国際版の
制作の可能性について調査を行った。通常業務では、国立天
文台ニュースで展開しているプロジェクト広報の支援を目的
とした系統的な特集シリーズの制作を軌道に乗せ、「ミュー
ジアム」（4月号）、「図書」（6月号）、「TMT」（8月号）、「蒸着
技術」（1月号）、「アルマ」（2月号）の各特集号を増刷発行し
て、各プロジェクトの広報に寄与した。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、連携を密にした一体
的・基盤的な記事制作を推進する予定である。また、この流
れをさらに進めて、出版室が発行しているさまざまなレベル
の記事を再編集することで、国立天文台の統合的な広報普及
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教育コンテンツ（とその基盤となるプラットフォーム）を構
築する事業は、同時に推進している出版コンテンツの電子化
の取り組みと一体統合し、まずプロトタイプとして、過去12
年分の「年次報告・研究ハイライト」の記事を対象とした電
子書籍を制作中である。定期刊行物以外としては、2015年カ
レンダー「国立天文台の歴史的観測機器」を制作した（2005
年から通算10作目）。また、例年同様に「三鷹地区特別公開ポ
スター類」の制作を支援し、『理科年表』の制作支援も行った。

9. 国際天文学連合・国際普及室（IAU・OAO）

　平成24（2012）年度に国際天文学連合（IAU）と国立天文台
が協定書を交わし、国立天文台三鷹に設置することとなった

IAUの天文アウトリーチオフィス（OAO）は、平成26（2014）
年度からは天文情報センター普及室に設置されることとなり、
アウトリーチ・コーディネータとして4月より Cheung Sze-
Leungが着任した。その後OAOは、天文情報センター内での
新しい室として、国際天文学連合・国際普及室として位置づ
けられることになり、普及室ほかと協力して、IAUの国際的
なアウトリーチ事業を担当している。平成26（2014）年度は
主に、国際光年2015「宇宙からの光」事業と、太陽系外惑星
命名事業等を行った。
　平成27（2015）年1月７～9日には、国立天文台三鷹において、

「夜空の明るさ観測ネットワークユーザー・ワークショップ」
を実施し、香港、韓国、台湾、ネパール、モンゴル、フィリ
ピン、日本から30名の参加があった。

1. 概要

　光赤外研究部には、岡山天体物理観測所、ハワイ観測所
（以上Cプロジェクト）、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）のプロジェクト
がある。研究部は人事交流を通じて個々人の研究フェーズに
合った研究場所の移動を行い、プロジェクトおよび個人の研
究を円滑かつ活発に推進するという基本的な役割を持つ。研
究部では、萌芽的な観測研究、開発研究を行うほか、必要に
応じてそれらを発展させて新しいプロジェクトの立ち上げを
行う。また、人材を育成するため大学院教育にも積極的に参
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ほとんどが光赤外研
究部の本籍を持ち、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26（2014）年度の光赤
外研究部（本務）は教授1、准教授1、助教3、特任助教1、日
本学術振興会特別研究員2の構成である。
　重力波 JASMINEおよびTMT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。TMTがいよいよ建設段階になりプロ
ジェクトの規模が拡大しつつある。それに伴い光赤外研究部
内で人員の移動が活発化している。ハワイ観測所とTMTの2
大プロジェクト間の連携を図るため、研究部の役割が重要に
なっている。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ハワイ
観測所、系外惑星と研究部の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者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。Lovejoy彗星（C/2013 R1）のプラズマの尾の
時間変動の解析を行った。近傍銀河、銀河団中での広がった
輝線天体に関する観測を行い、解析を進めている。明るい星
の作るゴーストの補正方法についての研究を進めている。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、世界で公開さ
れている天文アーカイブデータと天文データベースを用いて
活動銀河核の自動検出など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、銀河団中での
銀河から剥ぎ取られたガスの統計解析が行われた。これとは
別にSDSS撮像・分光データを用いた活動銀河核母銀河の研
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。米国の研究
者と近傍銀河外縁部での星生成と、低面輝度の銀河の研究を
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

19　光赤外研究部
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サイト調査も継続して行われている。

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の改良を
進めた。すばる望遠鏡のドーム内環境がシーイングに及ぼす
影響に関する解析を行い、他機関の協力を得てドーム内の風
の流れの流体計算との比較研究を進めている。
　　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伴う困難克服と、より効率的なスト
レージ利用のためのストレージシステムの評価分析方法に関
する研究を行い、成果報告をまとめた。

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、すばるに関する広報普及等を
行っている。天文データセンターと協力してすばるデータ解
析システムの運用の支援を行っている。すばる秋の学校の共
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。

5. 研究環境整備

　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。事務室の無停電電源装置（UPS）の電池交
換対応を支援した。TV会議システムの脆弱性対応を行った。
　WWWサーバの更新を完了した。ウェブページの内容更新
を支援した。事務の新人の計算機の初期設定を支援し、事務
室共用のストレージの更新を行った。TMT 準備室からの要
請に応じスタッフの居室移動を行った。

6. 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シリーズの検討に参加している。
JAXA宇宙科学研究所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。

7. 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。

8. 教育活動

　総合研究大学院大学、東京大学、東京農工大学、東京工業
大学、日本大学、国際基督教大学からの院生19名を受け入れ、
大学院の教育を行っている。セミナー、自主ゼミなどへのス
タッフの関与が活発である。
　小中学生に天文学に親しみや興味を持たせるための「ふれあい
天文学」に参画し、全国の小中学校に出向き授業を行った。
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20　電波研究部

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

「人工妨害電波」への保護対策を検討している。

1. 電波天文周波数小委員会

　電波天文周波数小委員会は電波天文学の観測環境を守る活
動を行っている。
　1932年米国のカール・ジャンスキーが偶然に天体から来る
電波を初めて発見した。以来、天体を電波観測する手法が著
しい進歩を遂げ、光観測とは違った新しい宇宙像を見せてく
れている。事実、電波天文はこれまで4件のノーベル賞受賞
に結びつく成果を挙げている。光観測の敵が「人工光による
光害」であるように、電波観測の敵は我々の周りを埋め尽く
す電気電子機器からの「人工電波による干渉被害」である。
　近年、無線通信の技術進展はめざましく携帯電話、無線
LAN、車載レーダなど電波の利用が、生活の隅々に深く浸透
している。電波のメリットを活かした利用は拡大し続けるが、
有線メディアと違い、広く空間を飛び回る電波は共有が前提
となる有限資源である。「電波天文観測に優しい“空”」を維
持するには、近年、より一層の努力が必要となっている。

（1）役割および構成
　電波天文周波数小委員会は、電波天文観測を妨げる人工電
波から天文観測を守り、その活動を通して保護の重要性を広
く周知していくことである。電波天文観測は電波を放射しな
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。“観測環境保護”に対する理解と協力を得ていくために
は積極的な活動努力が不可欠となる。霞ヶ関の総務省関連部
署や地方の総合通信局にも電波天文の説明の機会を定期的に
作り、保護の重要性をご理解いただいている。

　電波天文と電波を発射する電波応用分野（無線業務）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。2014年度も活動の一環として、こう
した利害調整活動に積極的に参画しながら、電波天文コミュ
ニティー（日本の電波天文研究者の集まり）の意見を代表し、
その役割を果たしてきた。
　小委員会は、国立天文台と日本国内の大学や研究機関に所
属する委員により構成されている。

（2）現状の課題
　無線周波数資源は有限であるため、電波天文と無線業務が
両立するように規則を作り、その規則に従って周波数帯域を
すみわけて相互の運用をしている。そのため、電波天文周波
数小委員会は新しい無線技術動向に従い、いろいろな電波干
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新規導入と拡大：

東日本大震災以降、災害に対応した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拡大：
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。高
い周波数帯域の利用促進が進んでいる。76および79 GHz
帯車載レーダの導入は人身事故を減少させ、60 GHz帯無線
伝送システムは画像データなどの大容量データ高速転送へ
利用が拡大している。

・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
どに新規追加配分される。

　こうした電波応用（無線業務）を原因とする干渉は、そ
の周波数帯域により大きく電波天文への干渉影響が異なる。
13.36 MHz ~ 275 GHz帯において複数の周波数帯が無線通信
規則（RR: Radio Regulations）で優先的に電波天文観測に割り
当てられている。しかし、電波応用の帯域と電波天文観測の
帯域が同じ優先度の場合や、相互が隣接する周波数帯におい
て、共存のための話し合いが必要となる。“本来、電波応用に
必須ではない、微弱なレベルの電波”でさえ、電波天文の観
測に大きな影響を与えるからである。
　電波天文観測にとって対策が必要な干渉源は、災害対応
23 GHz帯CATV無線伝送システム（アンモニア観測等に与え
る影響）、21 GHz帯次世代新規衛星放送（水メーザ観測に与
える影響）、災害対応1600 MHz帯衛星携帯電話（パルサー観
測等への影響）、流通・製造現場の物位置の把握に使われる
UWB無線測位応用、さらにPLC高速電力線搬送データ通信

（低周波デカメータ帯観測に与える影響）などがあり、年々増
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加の傾向がみられる。79 GHz帯車載レーダは野辺山宇宙電
波観測所に大きな影響を与える。無線システムの60 GHz帯
は大気減衰が大きく、電波天文観測が行われていないが、そ
の2次高調波が115 GHzのCO観測に与える影響は注意が必要
である。

（3）国際活動
　無線業務の周波数配分を規定する無線通信規則（RR: Radio 
Regulations) は世界無線通信会議（WRC）会合で毎3～4年で見
直される。直近では、2012年2月にWRC-12が開催された。電
波天文観測が優先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が関係する会合は、WP7D

（電波天文）会合とWP1A（周波数管理）会合である。日本
の電波天文コミュニティーを代表し、これまで国際会合に
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）にも日本代表として毎回参加し、アジ
ア地域の意見形成にも寄与している。2014年度は5月と10月
にジュネーブで開催された ITU-R WP7D会合、2014年6月に
ジュネーブで開催された ITU-R WP1A会合、同月に豪州で開
催されたAPG会合、2015年2月タイで開催された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三つある。総
務省主催の各種委員会や作業班への参加活動、並びに総務省
の許認可にかかわる無線業務者との直接折衝活動、一般社会
への電波干渉の周知活動である。中でも、無線業者との折衝
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、上記国際会合に対応した国内会議
であり、国際会合への日本の対処方針を出す。作業班などそ
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許認可にかかわる無線業
務者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、社会・技術動向に関連した干渉問題に対
応し、同時進行的に行われてきた。
　以下に、前出項目（2）現状の課題、の内いくつか干渉問題
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測地VLBI観測
に干渉影響を与える。電波天文保護帯域ではないが、地震災
害予知の可能性から、総務省は保護対象とする配慮をしてい
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づける方向で法制化
された。進行中の76 GHz帯、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。国内に於ける
45 m鏡の観測は、南米チリの標高5000 mに66台の高性能望遠
鏡で展開する“国際プロジェクトALMA”との関連でも重要
である。一方で、車載レーダは人命の安全に深く係ってくる
ことから、これまで相互の合意が得られるよう慎重な折衝に
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。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。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。静止衛星と周回衛星
を使った衛星携帯電話からの干渉妨害は、許認可の権限を持
つ総務省が仲介し、干渉検討が行われた。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（重要な水メーザー観測帯）に近接し、宇宙から降り
注ぐ電波であり、その影響を大幅に軽減するフィルター設計
と導入の議論をNHK技術研究所と進めている。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。60 GHz帯は大気減衰が大きく、電
波天文観測は行われていない。しかし近い将来の60 GHz帯無
線システムの市販量産品数の増大は無線システムの2次高調波が
115 GHz帯CO観測に与える影響に注意が必要である。
　また、国立天文台の望遠鏡のみでなく、日本の電波天文コ
ミュニティーが保有する望遠鏡の保護についても、総務省に
対する申請業務等を行ってきた。
　これらの活動に加えて、各地の電波観測者から電波干渉被
害例を収集している。収集した干渉事例を広く電波天文コ
ミュニティーに提供し、講演会等で一般の方々に周知するよ
うお願いをしている。また、一般向けの紹介記事などの準備
も始めた。光天文学で光害があり、広く理解を呼びかけてい
るように、将来の電波天文学の継続のため、電波干渉被害に
つき理解してもらう活動を広げたい。
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21　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、Solar-C準備室、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、技術職員が在籍し、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。野辺山電波へリオグラフの運用は名古屋
大学太陽地球環境研究所に移管され、平成26（2014）年度末
をもって野辺山太陽電波観測所は廃止となった。本年度より、
国立天文台フェローとして鳥海森が着任した。また、プロ
ジェクトの教員が指導する大学院生も研究部所属としている。
その他の研究教育職員、技術職員は全員が当研究部に併任し
ている。
　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、プラズマ物理学、磁
気流体力学を共通の手段にして、太陽だけでなく太陽類似の
恒星をも視野に入れている。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、電波ヘリオグラフを用いた研究、太陽フレア望遠
鏡への新技術導入とそれを駆使した研究を進めるほか、太陽
の長期変動をモニターする定常観測を長期間にわたって継続
している。

1. 太陽物理学の総合的研究

　国立天文台フェローの鳥海は査読誌に3編の筆頭著者論文
を発表した。（1）δ型黒点群の形成過程とフレア活動度を観
測と数値シミュレーションの両面から考察したもの、（2）浮
上磁場が活動領域を形成する直前の水平流の検出を20例以上
について調べ、普遍的プロセスであることを論じたもの、お
よび（3）第7回ひので国際会議での、磁場浮上現象について
の招待レビューに基づく論文である。海外の研究者との共同
研究も活発に展開している。
　研究部内および部外、台外より発表者を招いて金曜日午後
にセミナーを実施している（月2回程度）。今年度の世話人は
下条が勤めた。

2. 教育活動

　平成26（2014）年度、当該研究部に所属する教官を指導教
官とする大学院学生は、東京大学・3名、総研大・2名（うち1
名は9月に学位取得修了）であった。また受託院生1名の指導
も行った。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」を例年通り実施した。

3. 国際協力

　米国がハワイに建設中の口径4 m の太陽望遠鏡 Daniel K. 
Inouye Solar Telescope（DKIST）計画のScience Working Group
メンバーとして1名（勝川）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、特に東アジア地
域やペルーとの国際協力を視野に入れている。
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22　理論研究部

1. 概要

　理論研究部は、国立天文台が定めた以下の4つの設置目的
のもとに「質・量ともに国際的に突出した研究成果を挙げる」
ことを目標とし、平成26（2014）年度の研究活動を展開した。
・ 世界第一線の理論研究を進める。
・ 理論天文学研究、特に国立天文台のスーパーコンピュータ

や大型観測装置を活用した研究、新観測装置の方向を示す
ような研究を進める。

・ 全国の研究者との連携により、我が国の理論天文学研究を
強化する。

・ 大学院教育を積極的に進める。
　研究内容は、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
質の存在形態の研究など多岐にわたっている。高い国際競争
力を維持し、世界第一線の研究成果を出し続けるために、国
内外に開かれた理論研究の拠点のひとつとして優れた研究環
境を提供し、国内および海外から客員教授、特別客員研究員、
滞在型研究員等として多くの研究者を積極的に受入れ、極め
て活発な研究活動を展開している。特に若手研究者の有力な
研究場所のひと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。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
研究員が、総合研究大学院大学・東京大学大学院・お茶の水
女子大学大学院・静岡大学大学院の院生とともに理論天文学
の研究を展開し、すばる望遠鏡、アルマ望遠鏡および野辺山
電波望遠鏡他のあらゆる波長域の観測衛星による観測天文学
との共同研究や、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共同研究をも積極的に推進し、幅の広い
特色ある研究を行っている。理論研究部を中心に、観測天文
学と実験物理学を横断する国際会議、国内研究会、セミナー
を数多く主催し、天文科学分野の研究活動を牽引している。
2014年度は理論研究部主催の「DTAシンポジウム」を立ち上
げ、第1回「星形成領域および星団環境での惑星の形成と進
化」、第2回「コンパクト天体の活動性と磁気的性質」の2回の
研究会を開催した。

2. 現員と異動

　2014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5名、
天文台研究員2名、日本学術振興会特別研究員1名、EACOA 
Fellow 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。うち野沢貴也は2014年4月から特
任助教へ、長谷川靖紘は9月からEACOA Fellowへの赴任であ
る。なお、工藤哲洋（助教）は、3月末長崎大学准教授に転出
した。

3.  研究成果

　本年度中に論文等として発表した研究成果（IV文献）のう
ち、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）：64 
欧文論文（研究会集録、査読なし等）：38 
欧文報告（国際会議講演）：70 
和文報告（学会発表等）：84

　研究成果の一部は巻頭の研究ハイライトで報告されている
が、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。

・ 狭輝線セイファート1型銀河候補天体における可視光急変
動の発見（田中雅臣、他）

・ 低βプラズマ中の磁気リコネクションにおける高速流体効
果（銭谷誠司）

・ 種族 III巨大質量星の赤色超巨星星風中における炭素質ダ
スト形成（野沢貴也、他）

・ 高赤方偏移クェーサー母銀河中の星間ダスト進化と減光曲
線（野沢貴也、他）

・ 低密度ダストアグリゲイトの光学特性（片岡章雅、他）
・ 星団の初期質量関数（藤井通子）
・ 磁場で支えられた分子フィラメントの構造（富阪幸治）
・ 超新星での爆発的元素合成とニュートリノ振動（梶野敏貴、

他）
・ 暗黒物質及び宇宙原初磁場の導入によるビッグバンLi問

題の解決案（梶野敏貴、他）
・ 超新星爆発による26Al元素合成と26Siの原子核構造（梶野

敏貴、他）
・ 高密度物質中のニュートリノ散乱に対する媒質効果（梶野

敏貴、他）
・ 星間強磁場により誘発されるアミノ酸のキラリティ（梶野

敏貴、他）
・ 強磁場を伴う原始中性星からの非対称ニュートリノ放射：

等エントロピーモデルでの吸収断面積の効果（梶野敏貴、他）
・ エキゾチック暗黒素粒子候補とビッグバン・リチウム問題

―詳細なる量子力学計算―（梶野敏貴、他）
・ 超新星背景ニュートリノの分析及びブラックホールを残す
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超新星（fSNe）のSupernova rate problem への寄与（梶野敏
貴、他）

・ニュートリノの磁気モーメントとCP対称性の破れ及び物
質中のフレーバー振動（梶野敏貴、他）

・重力崩壊型超新星におけるステライルニュートリノ振動の
シミュレーション（梶野敏貴、他）

　また、以下の研究成果を「研究ハイライト」として理論研
究部ホームページ（http://th.nao.ac.jp/）上でリリースした。

・スーパーコンピュータ「京」で解き明かした宇宙線加
速： 天体衝撃波における高エネルギー電子生成機構の新理
論（加藤恒彦、他）

・リコネクションジェットの中のショックダイアモンド（銭
谷誠司）

・星団の初期質量関数（藤井通子、他）
・世界最大規模の天の川銀河シミュレーション（藤井通子、他）
・宇宙初期における大量のダストと特異な減光曲線の起源
（野沢貴也、他）

・超新星SN 2011dhの出現場所に明るい青い星を発見（野沢
貴也、他）

・宇宙最初の塵は巨大質量星が作る？－太陽よりも500倍も
重い星での炭素質ダスト形成－（野沢貴也、他）

・スーパーコンピュータ「京」を用いた計算で超新星爆発の
ニュートリノ加熱説が有望に（滝脇知也、他）

・すかすかダストはどう観測する？（片岡章雅、他）
・宇宙リチウム問題の解決と暗黒物質及び原初磁場の発見へ

前進－複合ビッグバン元素合成モデル－（山崎　大、梶野
敏貴、他）

・超高エネルギー宇宙ニュートリノの新しい生成メカニズム
を提唱（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。

梶野敏貴：東京大学大学院「天文学考究 I,II」「論文輪講 I,II」
「天文学特別問題考究Ⅱ」、北海道大学大学院「宇宙核物
理：元素と宇宙」、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」「物理学基礎」、日
本女子大学「宇宙と現代物理学」、実践女子大学「物理の世
界」、明治大学「原子核物理」

工藤哲洋：電気通信大学「宇宙地球科学」
小久保英一郎 : 東京大学「惑星地球科学 I」、京都大学「惑星

系形成論」、琉球大学「惑星科学入門」
中村文隆：総合研究大学院大学「天文科学考究」
浜名崇：東京農工大学「地学」

吉田春夫：総合研究大学院大学「重力系力学」

　また、梶野敏貴は、スーパーサイエンス高校スーパー講演
会＆日韓交流講演会「宇宙・生命・知性の誕生と将来」（新潟
県立柏崎高校）を行い、富阪幸治および工藤哲洋は、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、高校教育に貢献した。

5. 広報普及活動

　理論研究部の構成員は、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。本年度の一般講演は以下の通り
である。大須賀健：朝日カルチャーセンター横浜「ブラック
ホールにコンピュータで迫る」。梶野敏貴：東大理学部1953
年卒業同期会主催・講演会「元素は宇宙をめぐる：宇宙の
はじまりと生命誕生の神秘」。小久保英一郎 :池袋コミュニ
ティ・カレッジ「新太陽系紀行2014」、三鷹市民大学「宇宙
の中の地球」、朝日カルチャーセンター京都「 彗星のふるさ
と」、県立ぐんま天文台「太陽系の起源」、朝日カルチャーセ
ンター新宿「新世界－見えてきた系外惑星」、栄中日文化セン
ター「地球と月の起源」。田中雅臣：朝日カルチャーセンター
新宿「超新星爆発と元素の起源」。浜名崇：朝日カルチャー
センター横浜「宇宙の暗黒物質と暗黒エネルギー」。藤井通
子：科学ライブショーユニバース「重力が作り出す銀河のう
ず巻き」。

6. 国際協力

　梶野敏貴は、英国物理学会（Journal of Physics G.）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（NSERC）国際審査委員、欧州核物理学
関連領域理論センター（ECT*）国際アソシエート、スイス国
立科学財団（SNF）を務めた。小久保英一郎は、国際天文学
連合系外惑星委員会を務めた。
　また、理論研究部が中心となって以下に記す国際研究集会
を組織し、我が国の研究成果を世界に発信するとともに国際
交流に貢献した。

・ECT*・国立天文台共催、第1回国際ワークショップ「超新
星および中性子星連星系合体における rプロセスの解明」

（2014年9月8日～12日、イタリア・トレント）。この国際
ワークショップは、2014年4月に理論研究部が中心となり、
国際会議・共同研究を協力して推進し、研究者および大学
院生を相互に派遣して大学院教育を行うことで、天文学と
宇宙・核・素粒子・物性物理学の境界領域をさらに発展さ
せることを目的とし、国立天文台と欧州原子核物理学関連
領域理論センター（略称ECT*）との間で締結した国際交流
協定に基づいて開催されたものである。第2回は2016年6月
に日本で開催する予定である。
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・理論研究部・理化学研究所仁科センター共催、HPCI戦略領
域5国際ワークショップ「中性子星および超新星爆発の物
理」（2014年12月16日～20日、理化学研究所和光）。

・国立天文台・北京航空航天大学共催、国際ワークショップ
「宇宙核物理」（2015年1月20日～23日、北京）。

7. 受賞等

　井上剛志が2014年度日本天文学会研究奨励賞を、片岡章雅
は総研大学長賞および長倉研究奨励賞を受賞した。銭谷誠司
は、地球電磁気・地球惑星圏学会などが発行するEarth, Planets 
and Science（EPS）誌において2014年のExcellent Reviewersに
選出された。また、梶野敏貴らが著した論文（J. Phys. G40 
(2013), 083101）が英国物理学会誌ハイライト論文に選ばれた。

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のCOEとし
てだけでなく、海外に開かれた天文学の研究拠点として優れた
研究環境を提供し、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て共同研究を
行っている。以下が本年度の主な海外訪問者リストである。

BALANTEKIN, Akif B.（米国、ウィスコンシン大学）
CHEOUN, Myung-Ki（韓国、ソンシル大学）
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）
KIM, Kyungsik（韓国、韓国航空大学）
KUSAKABE, Motohiko（韓国、韓国航空大学）
LEE, Man Hoi (香港、University of Hong Kong）
MATHEWS, Grant J.（米国、ノートルダム大学） 
RIEDER, Steven（オランダ、グローニンゲン大学）
RYU, Chung-Yeol（韓国、ソンシル大学）
TURNER, Edwin L.（米国、Princeton University）
UETA, Toshiya （米国、デンバー大学）
YANG, Ghil-Seok（韓国、漢陽大学）
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「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・支援およ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。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
扱う。 

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（East Asian Core Observatories Association）により毎
年1回開催される、加盟4機関の台長・所長会議を2014年8月
17日に韓国、大田の韓国天文宇宙科学研究所で開催した。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 プ事業の平成2015年度分の公募を他の3機関とともに
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
域での地上望遠鏡建設サイトのサーベイを中国科学院国家天
文台と協力して行った。2014年8月18日－22日には、韓国、大
田で開催された「国際天文学連合アジア・大洋州地域会議

（APRIM）」会場での国立天文台プロジェクトや研究成果を紹
介する展示を行った。国立天文台天文情報センターに置かれ
た「国際天文学連合天文学広報普及室」（The IAU Office for 
Public Outreach）のモンゴル等、東アジアでの活動を支援した。
また、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
どを行った。 

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た。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、日常的な生活情報を提供するた
めのサポート・デスクを開設、運営した。さらに、初歩的な
日本語の習得を目的とした外国人職員および学生向けの日本
語教室を開催した。
 
5. 国内研究機関との国際交流に関する連携 　

　国内の大学等の教育・研究機関との国際交流に関する連携
を進めるとともに、自然科学研究機構の国際戦略本部および
国際連携室との国際協力に関する連絡調整を行った。岡山天
体物理観測所、および石垣島天文台と国内9大学の連携により行
われている「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－」事業の事務局としての業務を行った。

23　国際連携室


