
056 II   各研究分野の研究成果・活動報告

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27年度末の時点で、ハワイ観測所プロジェクトに
は、これを本務とする研究教育職員18名（うち三鷹勤務5
名）、技術職員5名、事務職員3名、特任研究員2名（三鷹勤
務）、特任専門員3名、専門研究職員5名（三鷹勤務）、事務
支援員6名（三鷹勤務）および、併任とする研究教育職員
13名（うち三鷹勤務12名、パサデナ勤務1名）、技術職員3
名（三鷹勤務2名、野辺山勤務1名）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79名派
遣されており、内訳は、支援科学者、ソフトウェアや観測
装置などを担当するエンジニアや、施設、機械、車両、実
験室の技術者、望遠鏡・装置オペレータ、秘書、司書、事
務職員、科研費雇用による研究者、大学院生である。これ
らの職員が力を合わせ、望遠鏡、観測装置および観測施設
の運用や、共同利用観測の遂行、開発・研究、広報並びに
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27年度には以下の
例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）遠方銀河の研究では、近赤外線分光器MOIRCSを用い
て、z = 1.6（95億年前）近辺の星形成をほぼ終えた24個の
銀河を観測し、精度の高い静止系で可視光の合成スペクト
ルを作成した。それを種族合成モデルのスペクトルと比較
することによって、星の平均年齢が古く（15億歳）、しかも
10億年以内の短い時間内に一気に生まれたことが示唆され
た。今日の楕円銀河の祖先であると考えられる。

（2）近傍銀河の研究では、超広視野主焦点カメラHSCを用
いて、渦巻銀河M81を含む3つの近接した相互作用してい
る銀河を一網打尽に撮像した。個々の星に分解して、その
種族構造を調べたところ、若い主系列星は中性水素ガスの
分布と非常に似た分布を示し、銀河と銀河の間を結ぶよう
に潮汐力で剥ぎ取られたガスの中で生まれたと考えられる
星の構造も見つかった。

（3）原始惑星系円盤の研究では、若い星の周りを近赤外線
の高コントラストカメラHiCIAOと、地球大気の揺らぎに
よる画像の乱れを補正する補償光学装置を組み合わせた高

解像度の観測を行い、中心星から20天文単位という近い位
置にリング状に淡く暗くなっているギャップ構造が発見
された。これまでハッブル宇宙望遠鏡で発見されていた外
側のギャップ構造とあわせ、同じ円盤に2つのリング状の
ギャップ構造が明らかになり、同時に複数の惑星が形成さ
れている現場であることが示唆された。

（4）恒星の研究では、恒星表面の超巨大な爆発現象「スー
パーフレア」が見つかっている太陽型星50天体を高分散分
光器HDSを用いて分光観測を行った。その結果、これら
は太陽と似た単星であること、明るさが変化する周期がス
ペクトル線の幅から測定された自転速度と一致しているこ
と、強い磁場の影響を示す吸収線プロファイルが見られる
ことが分かり、星の表面に巨大な黒点が生じることによっ
て、スーパーフレアが起きている可能性が示唆された。

3. 共同利用 　  

　共同利用事業は、半期ごとに課題を公募して進めている。
公募期間は、上半期 2月1日－7月31日（S15A期）、下半期
8月1日－1月31日（S15B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。S15A期 64課題（102夜）｛応募総数162課題（427夜）｝、
S15B期 57課題（97夜）｛応募総数161課題（372.5夜）｝が採
択された。この他、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。S15A期および S15B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、
7件（S15A期5件、S15B期2件）は外国人PIの課題であった。
共同研究者を含む応募者の延べ人数では、国内機関に所属
するもの2083名に対して、海外748名、採択課題の研究者延
べ人数では国内899名に対して海外274名である。 
　S15A期および S15B期の共同利用観測者は、延べ343名
（うち外国人58名、三鷹キャンパスからのリモート観測者

69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。S15A期およびS15B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、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95.7 %の
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観測可能時間割合を達成した。装置トラブルにより約1.5 %、
通信系トラブルにより約0.3 %、望遠鏡トラブルにより約
2.5 %のダウンタイムがあった。
　S15A期およびS15B期にヒロ山麓施設のみに観測者が滞
在するリモート観測は行われなかったが、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47夜（24課題）行
われた。また、サービス観測は12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S15A期5夜、S15B期3夜、ケックとは
S15A期3夜、S15B期6夜であった。

4. 望遠鏡のメンテナンスと性能向上

　定期保守作業中の2月22日に光学側ミラーハッチが故障
した。ミラーハッチは2月27日に正常な位置に復旧し、2月
29日から共同利用観測が再開された。ミラーハッチは本原
稿執筆時点でまだ動かすことができない。翌年度に計画さ
れている主鏡蒸着作業にはミラーハッチの正常動作が必要
であり、修理方法を検討している。
　その他の望遠鏡の主な機能・性能は前年度に引き続き維
持されている。
　本年度はドーム位置制御バーコードおよびトップスク
リーン位置制御バーコードの更新を行った。トップユニッ
ト交換装置にレーザー測距装置を追加し、信頼性と精度を
向上させた。望遠鏡の追尾精度のより正確な理解のために
加速度測定を実施した。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、ドーム制御ユニット
（DCU）、ドーム回転処理ユニット（DRPU）、望遠鏡制御計
算機（TWS）である。
　望遠鏡不具合の主な原因は老朽化、ヒューマンエラー、
悪天候であると考えられる。今年度発生した主な不具合は、
少量の冷却水漏れ、ウィンドスクリーンの故障、ドーム駆
動ラテラルガイドローラーの脱落、ミラーカバー下部カ
バーの故障、ミラーカバー上部カバーの不具合、CsOpt副
鏡の動作不良、トップスクリーンの故障、80トンクレーン
制御回路の故障、無停電装置の故障、ミラーハッチの故障
が挙げられる。加えて今年度は悪天候を原因として、ドー
ムシャッターセンサーの誤作動、高度軸エンコーダーの誤
作動が発生し、観測中止となった。小規模な地震が発生し
たが、望遠鏡への影響は認められなかった。ドームレール
に複数のくぼみや亀裂が見つかった。計画的な修理が必要
である。
　加えて、今年度も前年度と同様、望遠鏡ステータスログ
を活用し、予防保全に取り組んだ。

5. 装置運用・開発

　平成27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）。
　これらの装置のうちHSC以外のものについては、今後ど
のように維持または運用停止していくべきかの議論が引き
続き行われている。FMOSについては昨年度に示された装
置計画案に従い、後述する次期装置PFS設置のために平成
28年4月をもって運用を停止する事が決断された。
　HSCについては、昨年度に引き続き安定した運用を続け
ることができている。さらに、新しい制御コンピューター
（OBCP）の導入、フィルター交換機構の改良など、HSC
開発チームと相談しながら潜在的なトラブルを避けるため
の更新を続けている。またデータ解析の精度向上のために、
空間的な一様性が改善されたフラット光源の導入が進めら
れている。一方で観測時間の増加に伴い、装置メンテナン
ス作業の時間が限られてくること、使用できるフィルター
の枚数が運用に対する大きな制限となっていること、など
が新たな懸念事項として挙がっている。前者については装
置の取り出し作業の効率化、後者については観測ラン途中
にフィルター交換をすることで改善できないか、検討を進
めている。
　既存装置のアップグレードとしては、MOIRCS検出器の
入れ替えが進められ、平成27年12月にファーストライトを
迎えた。平成28年前半の共同利用再開に向けて、性能評価
やソフトウェアシステムの改良が進められている。それ
以外の装置ではHDS用多天体導入ユニットの開発、IRCS
の熱赤外線やCOMICSの中間赤外線における偏光機能、
FOCASやMOIRCSの面分光ユニット開発、レーザーガイ
ド星用のTBAD（航空機自動検出）システムの導入などが
進められている。
　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）、可視光面分光装
置（Kyoto-3DII）、高空間分解能・高コントラストコロナ
グラフ（SCExAO）が共同利用観測に供された。SCExAO
については、極限補償光学を実現するための高次波面補
償モードの試験観測が進められ、S15A期から試験的に共
同利用観測に供された。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、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、S15A期に試験観測、およびサイエンス観測が行われた。
RAVENはすばるでの運用を終え、カナダで補償光学の実
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験装置として利用されている。
　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おり、平成28年7月から
の試験観測にむけて準備を行っている。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、受け入のための審査
を行ったが、観測所の運用への影響を考慮し、他の持ち込
み装置の山頂施設への設置が完了するまで、判断を保留し
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。平成30（2018）年度の試験観測開始を目指して、
PFSプロジェクトに参加している各機関で開発が進んでい
る。ハワイ観測所では望遠鏡制御系改修、分光器階の床お
よび恒温室の設計を進めている。新たに中国の複数機関か
らなるコンソーシアムがPFSプロジェクトに参加すること
が正式に決まり、国立天文台はその資金の受け入れ窓口と
なった。
　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27年度は、GLAO、および装置の概念
設計、および同装置を用いたサイエンスケースについて、
これまでの検討をまとめ、外部評価員によるレビューを
行った。

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開発し、提供している。
　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、昨年度よ
り時間を限って本運用を実施中である。今年度（平成27年
2月から平成28年1月までの利用期）は24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
47夜であった。昨年度は25の観測プログラムが28夜にわた
り遠隔観測モニターを利用したので、利用夜数が大幅に増
加した。このような需要増を見越して、遠隔観測モニター
を業務とする研究員を雇用した。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
を露出終了と同時に即時処理し、次の露出方法を決めるた
めの計算機システム（HSCオンサイト解析システム）を平
成22年度と平成23年度に導入したが、平成27年度にはスト
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。
　このHSCオンサイト解析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、ストレージと処理計算機の間のデータ転送が遅
く、処理全体を遅くしていることが、これまでの運用で分
かっている。露出を頻繁に行う観測の場合には最大でデー
タ解析が30分以上遅延することがあり、観測遂行の判断の
障害となっている。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導入して試験を実
施したところ、これまでよりも数倍早いデータ転送速度が
確認できた。そこで、計算機を増強して実際の運用に近い
状況でさらに試験を実施することになり、今年度末までに
追加のハードウェアが納品された。平成28年度は、試験の
ためのソフトウェアの導入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
28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と前年度の利用実績を踏まえ、1 Gbps
とした。提供業者が選定され、平成28年4月の回線共用に
向けて準備を行った。
　観測者などが業務のためにハワイ観測所に来所する際に
記入する電子版の来訪申請書と、遠隔観測モニターを行う
研究者などが三鷹キャンパスに来台する際に記入する電子
版の来訪申請書を運用している。

7. 大学院・大学教育

　総研大併任でハワイ勤務となっている研究教育職員は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16名であり、国立天文台
の総研大院生全体32名の半分を占める。そのうちハワイ観
測所が本務の教員の院生は8名であった。
　平成27年度はハワイ観測所として7名の大学院生の長期
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滞在を受け入れ、そのうち2名は総研大の院生であった。
この他、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17名、博士が6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1名と1名であった。
　平成27年9月にはすばる中秋の名月の学校を開催し、全
国の大学から学部生13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。全国の学部学生を対象としたすば
る体験企画実習（10月、8名参加）および総合研究大学院大
学のすばる観測実習（10月、7名参加）を行った。
　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も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31件 （和文・英文それぞれ14、17件）、装置開発を含む
観測所の活動紹介やお知らせ52件（和文25件、英文27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（電話などへの対応を除く、現地取材
のみでも日本語13件、英語9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、山頂アクセス道路通行止
めやマウナケアのビジターステーション閉鎖のために見学
を中断した以外の期間に、421人が訪れた。ほかに131件の
特別手配見学も行ったため、総合計923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67件、393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93件、日本など島外での出
張講演は10件、 遠隔講演は15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55件が含まれる。
　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。
　なお今年度の特別事業として、8月にホノルルにて開催
された国際天文連合総会において展示・説明を行った。こ
のための特別な望遠鏡見学にも対応した。
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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
強化に貢献している。同時に立地条件や観測環境を生かし
独自の研究活動も展開している。
　188 cm望遠鏡の共同利用では、年間240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、現有の共同利用装置の改善、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。
　大学等との共同では、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求プロ
ジェクトなどを進めている。一方、平成23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。
　独自の研究活動では、超広視野近赤外カメラ（OAO-
WFC）へと転換した91 cm望遠鏡により、銀河面にある赤外
変光天体の掃天観測を進めている。また、科学研究費補助
金（基盤研究（A）、平成23－27年度）で188 cm望遠鏡の機
能更新を行い、格段に能力を向上させ、系外惑星探索を加
速している。海外研究機関との協力にも積極的に取り組ん
でいる。
　平成28年3月時点での観測所の人員構成は、常勤職員5名
（内訳：准教授2、助教1、技術員1、事務係長1）、契約職員

10名（内訳：特定契約職員3、研究員1、研究支援員1、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
　平成27年（2015年、暦年）は、前期（1月から6月）に115
夜、後期（7月から12月）に124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13件、隙間時間観測
（2015年前期から導入）1件、後期は同順に1件、1件、13件、

0件へ観測夜が配分された。前期にはハワイからの1件、後
期にはトルコ、ハワイからの各1件へ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
望遠鏡、ドーム、観測装置のいずれにも大きなトラブルは
なく、共同利用観測は円滑に遂行された。

（2）観測・研究の成果

　平成27年（2015年、暦年）の共同利用観測の研究対象は主
として恒星と系外惑星であった。他には超新星、系外銀河、
AGN、QSOがあった。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や連星系質量測定、高分散分光
観測による単独星や連星系の物理状態や活動性起源の探究、
そしてトランジット観測による系外惑星研究であった。低
分散分光観測による天体分類も一定の割合を占めた。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、査読論文として出版されている。

（3）施設・設備の維持管理
　平成24年度の大改修を経て平成26年度までに、188 cm望
遠鏡とドームは安定かつ高性能な観測システムへと進化
を遂げた。今年度は指向精度の改善を試み、ファイバー
フィード高分散分光観測の自動化の検討を進めた。また、
前年度に続けてリモート観測環境の整備を進め、平成27
（2015）年後期から共同利用へ公開した。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。今年度は蒸着作業の簡素化を進めた。広島大学
1.5 mかなた望遠鏡主鏡にも対応した。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。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観測効率の維持に努
めた。ドーム各部の日常点検を定期的に行うとともに、2
階ハッチ穴鉄部の補修や真空蒸着装置の作業足場の塗装
（5月）、摩耗・変形した下スリット扉ガイドレールの補修
（10月）、雨漏り改善のための外装パネル部の補修（11月）
などを実施し、施設・設備の維持管理に努めた。さらにス
リット扉の開閉駆動ワイヤーロープの点検を行い、ワイ
ヤーロープの異常に速い劣化速度の原因究明と改善策の検
討を進めた。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。この他、本館1階の事務室、応
接室を改修し、所長室をその間へ移動した。本館西側の駐
車場とそこから市道までの取り付け道路のアスファルト舗
装を補修した。

（4）会議
　プログラム小委員会を6月16日と11月17日に開催し、平
成27（2015）年後期と平成28（2016）年前期の共同利用に
ついて審議を行い、観測プログラムを編成した。8月17日
～18日に国立天文台三鷹キャンパス大セミナー室にて、岡
山ユーザーズミーティング（第26回光赤外ユーザーズミー
ティング、UM）を開催した。観測所現況、プログラム小
委員会活動、リモート観測環境の本格運用の開始、観測の
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自動化などを報告した。ユーザー主導の新観測装置3件に
関する報告があった。ToO（Target of Opportunity）観測と観
測装置の今後の運用に関する議論を行った。京大3.8 m望
遠鏡時代に向けての特別セッションを設定し、京大、国立
天文台、岡山ユーザーの三者を交えて具体的に踏み込んだ
議論を行った（集録参照）。共同利用に基づく研究成果、観
測装置を含む京大3.8 m望遠鏡計画の進捗状況、東広島天
文台をはじめとする他の光赤外観測施設等の現況の報告が
なされた。

2. 共同利用観測装置の保守・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。機能向上のためファイバーリンク（HIDES-F）
の開発（平成18年度～）を継続した。分解能（λ /Δλ）約5
万の高効率リンクは共同利用装置としての公開を継続した
（平成23（2011）年前期～）。高効率リンクはクーデ光路と
遜色ない視線速度の測定精度（約2 m/s）と約1等級の感度
向上を提供する。分解能約12万の高分解能リンクも平成28
（2016）年前期からPI型共同利用装置として公開した。従
来のクーデ光路でのスリット利用に比べ最大4倍の感度向
上を達成している。平成27（2015）年前・後期のHIDES全
体での採択課題数は7件と9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、プロジェクト観測および学位支援プロ
グラムへも公開している（平成23（2011）年後期～）。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、世界最高レベルの低雑音読み出し能力（10電子以下）
を持つ。撮像では高精度の相対測光（1ミリ等級）が定常
的に可能である。平成27年度にユーザー持込のYJHバン
ドフィルターを装備し、分光観測の短波長側限界が Jバン
ド端（～1.16 μm）からYバンド端（0.96 μm）へ伸びた。既
存のHKフィルタと併せて使うことでYバンドからKバン
ドまで精度よく接続されたスペクトルを得ることが可能に
なった。平成27（2015）年前期と後期に実施された共同利
用観測は6件と3件（うち学位支援プログラム1件と1件、隙
間時間観測1件と0件）で、分光観測5件と測光観測4件で
あった。

（3）KOOLS（可視低分散分光撮像装置）
　KOOLSは可視光の撮像と分光の機能を提供する。平成
20（2008）年前期よりPI型装置として共同利用に公開さ
れている。リニアリティの改善、オートガイダーの整備、
CCDチャージシャッフリング、VPHグリズムなどにより
高い観測効率を実現している。非恒星時移動天体の追尾に

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。京都大学の研究者らにより開発されたファイバーバ
ンドルによる面分光ユニットが平成27（2015）年後期よ
りPI型共同利用装置として公開された。使用時は入射側
がHIDESのファイバーリンクユニットへ組み込まれ、出射
側がKOOLSへ組み込まれる。平成27（2015）年前期は4件、
後期は2件の観測が採択された。

（4）その他
　188 cm望遠鏡用に新たに開発された、トランジット系外
惑星の大気研究用の多色同時撮像カメラMuSCATをユー
ザー持ち込み装置として認定した。平成27（2015）年後期
から共同利用の望遠鏡時間における同装置の利用が始まっ
た。Vバンド10等級の星に対し、1分積分の繰り返しの場
合に、相対測光精度0.05 %（0.5ミリ等級）が達成される。

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、京都大学、ナノオプト
ニクス研究所（アストロエアロスペース社）と共に、協力
推進体制を取っている。毎週のTV会議による検討会、3ヶ
月ごとの対面での検討会を通じて望遠鏡や観測装置に関す
る検討を進めた。平成25年度には望遠鏡部分の製作費が補
正予算で、平成27年度にはドーム建設費が本予算で認めら
れ、計画が大きく前進した。

（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年度に始まった本事業は5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5天体について総夜数49
夜の観測データを提供した。このうち2天体は、X線天文
衛星「すざく」やVLBI干渉計VERAとの連携あるいは同時
観測を狙った観測提案であった。本事業のメインターゲッ
トであるガンマ線バーストの即時フォローアップ観測では、
岡山観測所から観測可能なアラート19回のうち、6回観測
を行い2天体の残光を捉えた。連携観測・教育ネットワー
クOISTERを利用した査読論文が3編、本事業に関わる査読
論文20編が出版された。また、第6回光・赤外線天文学大学
間連携ワークショップを開催した。

（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50 cm望遠鏡を使った
ガンマ線バーストの光学追跡観測を進めている。平成27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
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毎晩観測を実行し、15個のガンマ線バーストを観測し、そ
のうち2個の光学残光の検出に成功した。観測結果を12編
のGCNサーキュラーとして公表した。また、重力波天体
のフォローアップ観測、食連星、彗星などのモニター観測
を並行して行い、2編の査読論文が出版された。ドーム駆
動機構の故障に伴い1ヶ月運用を停止し、駆動ローラーの
部品交換と摩耗対策を行った。

（4）その他
　8月12－14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12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。また、東北大
学の研究者と共同で、明るい星専用近赤外観測システム
IR-TMTの設置を進めた。観測所の4 mドームに収まった
30 cm級望遠鏡用の赤道儀架台に、東北大学の口径30 mm
の広視野近赤外線カメラを搭載し、明るい恒星の高精度な
近赤外線測光カタログの作成を目指している。架台の駆動
制御を観測所が担当し、近赤外線カメラを東北大が担当し
ている。12月にカメラを架台に搭載し、以降、試験観測に
向け調整を進めた。

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
　超広視野赤外線望遠鏡に改造した91 cm望遠鏡により、
GRBや重力波源の赤外線対応天体の同定観測を実施した。
並行して銀河面にある変光星の網羅的な探索を進めた。平
成27年度はシステムの運用を継続し、銀河面たて座の約6
平方度の領域を約70回、白鳥座領域の約16平方度の領域を
約12回、Ksバンドでの繰り返し観測を実現し、多数の変光
天体候補を同定することができた。

（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年度に188 cm望遠
鏡とドームを改修し、平成25年度に観測装置まで含めた統
合制御を実現し、平成26年度に望遠鏡鏡焦点位置の自動補
正機能を開発した。平成27年度には、188 cm主鏡のセル内
の動きを検知し総合指向精度を向上させる機能と、観測指
示書に従い自動的に観測を進める機能の開発を進めた。

（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27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
国との協力が起点となり互いに逆行している可能性のある
二重惑星系の発見に至り、欧文査読論文として出版した。

5. 広報普及活動

　7月7日（火）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。観測所へ天文に
関する質問が今年度は約40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4,740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19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3件に対応した。さらに特記事項として、
平成26年から27年にかけて国際天文学連合（IAU）主導で
進められたNameExoWorlds系外惑星系命名キャンペーン
を挙げる。第一回命名対象20惑星系の中に、岡山天体物理
観測所の188 cm望遠鏡とHIDES(-F)が発見に関わった6系
が入り、世界中からの一般投票によりそれら星と惑星の名
前が決められ、平成27（2015）年12月15日に IAUから発表
された。

6. 契約職員異動等

　平成27年度内の契約職員の異動等は次の通りであった。
4月1日付で年俸制特任研究員（プロジェクト枠）に福井暁
彦が着任した。9月末に研究支援員の神谷浩紀が退職した。
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1. 45 m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第34期共同利用観測を、予定通り平成27年12月1日から
開始した。なお今期より新型4ビーム受信機FOREST機能
を一部制限し共同利用に提供し、その観測は平成28年1月6
日から開始した。教育支援枠は募集を停止した。
　採択件数は、
「一般前期」は国外2件を含む13件（応募25件）、
「一般後期」は8件（応募21件）、
「ショートプログラム」は5件（応募9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、2件（応募3件）、プログラム小
委員会の提案に従い一般後期からバックアップ観測として
1件が採択された。
　そのほかに、VERA共同利用への参加を2件行った。
　また、S80、S100およびAOS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。
・副鏡駆動部の改修が完了し、来年度以降改修するミリ波
校正装置の駆動系の設計を実施した。
・45 m望遠鏡の鏡面精度向上のために、ホログラフィー測
定および鏡面調整を実施し、鏡面精度の向上が確認され
た。
・ビーム伝送系の性能向上のため、第二鏡、第三鏡に金の
上澄みを塗布し、鏡起源の3 mm帯でおよそ10 K雑音の
低下が確認された。
・新マルチビーム受信機FORESTの部品を交換し性能評価
したところ、強度の線形性やダイナミックレンジが改善
された。
・新しいADコンバータを中間周波数の全系統で搭載し、
共同利用での使用を開始した。
・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。

（3）研究成果
　共同利用の成果については研究ハイライトで記述あるの
で、ここでは45 m望遠鏡レガシープロジェクト観測の成果
を紹介する。レガシープロジェクトは（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
銀河プロジェクトが進んでいる。

（a）星形成レガシープロジェクト
　星形成レガシーでは、3つの近傍の星形成領域、オリオ
ンA、Aquila Rift、M17分子雲の12CO、13CO、C18O J=1–0、
N2H+ J=1–0マッピング観測を行った。これらのデータを
用いて分子雲の構造解析を行い、高密度コアやクランプを
多数同定した。オリオン分子雲のBEARSで取得した既存
データでは、検出が難しかった原始星アウトフローの検出
に成功した。

（b）銀河面サーベイプロジェクト（FUGIN: FOREST Ultra-
wide Galactic plane survey In Nobeyama）
　これまでで最も角分解能の高い12CO、13CO、C18O J=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27
年度は、計画している天の川銀河の棒状構造や渦状腕を含
む内側の領域と、天の川銀河の外側の領域のうち、それぞ
れ46平方度と28平方度、合計74平方度のデータを得ること
ができ、現在までに115平方度をカバーした。その結果広
範囲にわたる分子雲の極めて詳細な構造のみならず、新た
な分子雲衝突や超新星爆発との相互作用の兆候が明らかに
なった。

（c）系外銀河プロジェクト（COMING: CO Multi-line Imaging 
of Nearby Galaxies）
　FORESTを用いて200個を超える近傍銀河を12CO、13CO、
C18O J=1–0輝線で撮像観測する計画で、平成27（2015）
年4月に観測を開始した。同年5月および12月から平成28
（2016）年4月までの観測により、40天体以上の撮像を終
了した。このうち、棒渦巻銀河NGC 2903では高い精度で
13CO/12CO輝線強度比が求められ、励起解析から銀河の場
所ごとでの星生成効率はガス密度が決めている可能性があ
ることを明らかにした（武田、大阪府立大学修士論文）。ま
た、矮小銀河NGC 2976では、12CO J=3–2輝線のアーカイ
ブデータと比較することで、面密度に応じてガスの存在形
態が異なることを明らかにした（畠山，筑波大学修士論文）。
12月以降に取得したデータについて、現在鋭意解析中であ
る。

2. 太陽強度偏波計

　平成27年度より強度偏波計の装置運用を野辺山宇宙電波
観測所が実施することとなった。取得データに関しては太
陽観測所ならびに茨城大学、京都大学、情報通信研究機構
の支援を受け、その質を確認してから公開している。デー
タは国立天文台天文データセンターで公開され、これまで
どお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。

3　野辺山宇宙電波観測所
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3. 大学の支援

（1）SPART（F号機）（大阪府立大学）
　中心星の活動が惑星の大気環境や生命生存圏に与える
影響について理解すべく、NMAのF号機を単一鏡（口径
10 m）として再利用し、100/200 GHz帯において太陽系惑星
大気監視プロジェクト（SPART: Solar Planetary Atmosphere 
Research Telescope）を推進している。本年、干渉計棟（IB）
の博物館化の改築を行い、NMAシステムをすべて撤去し、
一角にSPARTのコンソール／ディスプレイ室を立ち上げ
た。今後SPARTの概要や観測の様子を一般公開する計画
である。本年は茨城製作所の支援によりAz、Elモータの
カーボンダスト除去のメンテナンスを実施した。また4K-
GM/JT冷凍機のリークをろう付けにより修繕した。
　平成27（2015）年度は3月より観測を開始し、金星の
COが徐々に低下してきている様子を捉えることに成功し
た。現在、野辺山強度偏波計の1 GHz帯の太陽電波に見ら
れる太陽活動とCOの変動の比較を進めている。今後、太
陽の極小期に向けて、金星・火星の大気環境がさらに変化
していくのか引き続き監視し、惑星大気の光化学反応ネッ
トワーク、ダイナミクス、高エネルギー粒子の降込みの
影響などの解明を目指す。本年よりSPARTと日本のVenus 
Climate Orbiter衛星AKATSUKIとの連携研究／観測も開始
した。

（2）ヘリオグラフ（名古屋大学）
　平成27（2015）年度より国際コンソーシアム（ICCON）
による野辺山電波へリオグラフ（NoRH）の科学運用が開始
された（http://hinode.stelab.nagoya-u.ac.jp/ICCON/ 参照）。イ
ンターネットを介したリモートサイトからの運用当番シス
テムも順調に動作しており、これまで米国、英国、中国、韓
国、ロシア、日本の6カ国の研究者（計29名）が運用（機器
動作チェックおよびデータチェック）に参加した。取得さ
れたデータは、国立天文台三鷹、および、名古屋大学に自
動転送され、保存・管理・公開が行われている。NoRHは
太陽活動長期変動から太陽フレアなど短時間の爆発現象ま
で、幅広い研究テーマに関して、世界中の研究者に使用さ
れている。近年、NoRHのデータからコロナ磁場強度の測
定を行う手法が開発された。その成果のひとつとして、平
成28（2016）年2月の茨城大宮脇氏の論文出版に合わせて記
者発表が行われ、その結果は2月26日付の科学新聞に掲載
された。また、平成28（2016）年3月9日には部分日食の観
測に成功し、その画像を名古屋大学宇宙地球環境研究所の
ホームページ上で公開した。

4. 広報

（1）野辺山地区の広報普及活動
　今年度の常時公開における年間ののべ見学者数は52,614

人であった（8月の特別公開も含む）。一方で、職員による施設
見学案内は42件（施設案内週間、SSH等も含む）、講演依頼が
3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、長野県にある地方局、地方紙などの
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）向けに施設見学を行う「施設案内週間」は今年1
件にとどまったが、たいへん好評だった。職場体験学習は、
地元の中学校を中心に計4校、7人の生徒を受け入れた。ま
た地域の高校生のキャリア教育プログラム、地域中学校職
員の異業種体験研修の受け入れも実施した。SSH等につい
ては2校を受け入れ、施設見学とともに講義を行った。
　常時公開のための施設として、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、見学室では紹介
ビデオを常時放映しているところであるが、特に今年度は、
見学者にさらに親しんでいただけるよう、子どもパンフ
レットの刷新、構内パネルの全面改訂を実施した。その他、
ウェブでは、観測成果とともにイベントの案内や電波天文
学の紹介ページを充実させている。

（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・川上村民向けの「地元感謝デー」を筑波大演習林およ
び信州大学農学部附属野辺山ステーションとともに、筑波
大演習林を会場として開催した。地元主催イベントへの協
力として、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」には特別協賛として参加した。南牧村観
光協会の主催で実施した「日本三選星名所・星空サミット」
では計画の段階より実行委員として参画した。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、
養成講座や実技試験の担当も行った。
　さらに、長野県山ノ内町立志賀高原ロマン美術館の主催
で、野辺山キャンパスにて「アーティスト・イン・レジデ
ンス in 野辺山」を5月25～28日にて実施した。この滞在期
間に着想を得た作品は、7月～10月に志賀高原ロマン美術
館で開催された企画展「宇宙をみる眼」に出展された。な
お、この企画展では45 m望遠鏡にて実際に使用した受信機
も展示された。

（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および4D2Uの整備
を行った。

（4）NRO研究会ワークショップ
・平成27年11月2日
野辺山45 mレガシー銀河面サーベイ研究会2015（代表：
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西村淳）
・平成27年7月28日－7月30日

NRO-ALMA Science/Development Workshop 2015（代表：
齋藤正雄、伊王野大介（チリ観測所））
・平成27年10月20日－10月22日

ALMA/45m/ASTE/Mopra Users Meeting 2015（代表：伊王
野大介（チリ観測所）、齋藤正雄）

5. 教育

　総研大博士後期の学生が入学した。鹿児島大学より博士
課程後期2年の学生を受託院生として受け入れた。さらに、
総研大主催で45 m望遠鏡を用いた「電波天文観測実習」を
6月1～5日に実施し、12名の学部学生が参加した。参加者
の約半数が進路決定直前の4年生といった学年構成となっ
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し、
将来の進路を考える貴重な機会となっている。

6. その他の活動、人事異動等

（1）採用
金子　博之　特任研究員　
宮本　祐介　特任研究員　

（2）退職・異動
西村　　淳　特任研究員　名古屋大学研究員へ
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　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機能を有する直径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及び高萩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ネットワークであるKVN（Korean VLBI 
Network）と結合したKaVA（KVN and VERA Array）を定常
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、平成27（2015）年度は427回、3,670
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、平成26（2014）年度までは三鷹
VLBI相関局で相関処理を行われていたが、平成27（2015）
年度からはこれら処理機能を水沢相関局に移設し、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
データを送っている。
　また、平成27（2015）年には、鹿児島県薩摩川内市にある
VERA入来観測局が台風15号で被災したため8月下旬から
10月下旬まで観測が行えず、その間他3局で観測を行った。
　平成27（2015）年後期ならびに平成28（2016）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5月と11月に実施され、合わせて11件462時間の観測提
案が寄せられた。海外からの提案は3件130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7件227時間が採択された。

（2）科学成果
　平成27（2015）年度は、PASJの特集号を平成26（2014）
年度の特集号に続くパート2として発行し、6編の論文を
発表した。2号合わせて計13編の論文が出版され、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特集号となった。
　VERAのプロジェクト観測の計測結果としては、星形
成領域でG48.99－0.30、G49.19－0.34、IRAS 20126+4104、
IRAS 21379+5106、IRAS 07427－2400について年周視差お
よび固有運動について出版されている。特に IRAS 07427
－2400はペルセウス腕に属する天体で、これまで得られた
他天体の観測結果とあわせて渦状腕の非円運動成分につい
て議論が行われ、渦状腕の非円運動が密度波理論でも説明
可能なことが示された。これは、VERAなどのVLBIアス
トロメトリ観測に基づき、銀河系の非円運動成分や渦状腕
に関する研究に着手した最初の例といえる。また、今後の
銀河系ダイナミクス研究の進展について検討し、今後300
天体程度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 
%程度のレベルで決定できることも示された。一方、晩期
型星ではU Lynの年周視差計測が行われ、これまでに距離
が測定された他の8天体と合わせて周期光度関係の較正も
行われた。
　さらに、銀河系アストロメトリ以外の研究として、共同
利用観測で行われたTeVブレーザーMrk 501の位置変動計
測に基づき、コアの位置安定性からジェットのローレンツ
因子に制限が付くなど、VLBI位置天文手法を応用した新
たな成果も発表された。

2. 大学VLBI連携観測

　平成27（2015）年度における大学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、VERAお
よび大学・研究機関（JAXA/ISAS、情報通信研究機構、国
土地理院等）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い、6.7 GHz・8 GHz・
22 GHzの3バンドで合計約250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、各局ともに約
2,000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10編以上に及ぶ。

4　水沢 VLBI 観測所
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特筆すべき成果として、少数・高感度基線によるサーベイ
VLBI観測の成果（Fujinaga et al.）、東アジアVLBI観測網
（EAVN）による6.7 GHzメタノール・メーザーのモニター観
測の成果（Sugiyama et al.）、茨城局の観測システムの報告
（Yonekura et al.）などがある。これらを含めて9編の論文を

PASJの「大学連携特集号」として発表する予定である。
　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29編、修士論文は16編、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、
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121
観測、合計1,023時間実施した。観測周波数帯は22 GHz・
43 GHz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27（2015）年後期ならびに平成28（2016）年前
期の22 GHz・43 GHz帯共同利用公募がVERAに合わせて5
月と11月に実施され、合計20件736時間の観測提案が寄せ
られ、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15件507時間が採択された。

（2）成果
　平成26（2014）年度の共同利用観測開始および初論文出
版を皮切りに、平成27（2015）年度はKaVAの定常運用・
成果創出が本格的に軌道に乗りつつある。AGN分野では
多くの天体について相対論的ジェットの詳細なモニター観
測が行われ、3C345など複数の明るいブレーザー天体につ
いて3編の査読論文が出版された。また、M87のモニター
観測ではブラックホールのごく近傍における超光速運動の
検出に世界で初めて成功した。本結果は平成27（2015）年
度の春季天文学会において記者発表課題に選出され、多く
のメディアで取り上げられるなど、KaVAによる研究成果
を広く一般に還元する上でも重要な役割を果たした。晩期
型星研究ではWX PscのSiOメーザー空間分布の詳細な撮
像に成功し、査読論文として出版された。
　また、年間100時間超の規模でKaVA観測時間を投入する
Large Program（LP）についても、いよいよ観測がスタート
し、KaVAサイエンス・ワーキング・グループ（AGN、星
形成領域、晩期型星）主導のもとで3本のLPが精力的に進
められている。これらLPは日韓の大学、豪欧の研究者も
巻き込んで進められており、さらには日韓の大学院生の学

位論文のテーマになるなど、KaVAを用いた研究の規模は
着実に広がりつつあり、得られた観測データは来年度以降
多くの科学成果創出に結びつくものと期待される。

4. 東アジアVLBI

　東アジア地域のVLBIネットワークのさらなる拡張・発
展を目指し、日本（VERA4局を含む計11局）・韓国（KVN
を含む4局）・中国（天馬64 m局を含む5局）で構成される国
際VLBI観測網EAVN （East-Asian VLBI Network）の整備が
進められている。EAVN実現に向けた技術的検討、試験観
測の実施は日韓中の研究者から組織されるタスクフォース
（通称Tiger Team）によって進められており、平成27（2015）
年度はこれまでに行われたフリンジ検出の実績が国際学会
のプロシーディングとして出版された（Wajima et al. 2015）。
本成果を足掛かりに、平成27（2015）年度はさらに撮像性
能の検証を目的とした詳細なイメージング試験観測を実施
するなど、共同利用観測の早期実現に向けた準備が着実に
進行中である。8 GHz・22 GHz・43 GHz帯においてそれぞ
れ1回ずつ計3回の試験観測が行われ、これらの解析・性能
評価結果は平成28（2016）年度中の早い時期に報告をまと
める予定である。
　一方、現在タイにおいて新たなVLBIネットワークであ
るTVN（Thailand VLBI Network）の建設が検討されている
ことを踏まえ、平成28（2016）年2月にタイでKaVAサイエ
ンスワークショップを開催し、将来のTVNを含めた拡張
EAVNの可能性についても議論を開始した。
　平成27（2015）年度は7月に北海道大学でEAVNワーク
ショップを開催したが、平成28（2016）年度は中国におい
て開催される予定である。

5. 測地・地球物理

　VERAの基線ベクトルの精度を監視するために、定常的
な測地観測セッションが月に2～3回行われている。K帯
を用いたVERA内部観測が月1～2回、S/X帯を用いた IVS
セッションへの水沢局の参加が月に1回のペースで実施さ
れている。推定測地パラメータ間の安定性を向上させるこ
とを目的として、新規開発されたサンプラーと記録機を
使った試験的な観測が実施され、8 Gbpsの速度で記録され
たデータから測地パラメータが推定された．
　平成27（2015）年度、VERA内部測地観測は17回、IVS
セッションへの参加は11回行われた。測地パラメータの最
終的な推定値はVERAで実施されている位置天文解析に供
給された。
　平成23（2011）年東北太平洋沖地震（Mw=9.0）以後、
VERA水沢局は地震に伴う地殻変動により位置が変化し、
平成27（2015）年度以降も地震後の余効変動による位置の
急速な変化が検出され続けている。　
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　最新の解析結果によると、地震に伴うVERA水沢局の位
置のずれは、X = −2.066 m、Y = −1.420 m、Z = −1.064 mと
なり、平成27（2015）年度内の余効変動よる位置変化は、
X = −0.101 m、Y = −0.056 m、Z = −0.015 mであった。
　VERAの各局では、座標の短周期の変動の監視と、大気
による電波伝搬遅延の推定のため、GPSの連続観測を実施
している。GPSによる水沢局の座標観測からは、VLBI観
測と同様に東日本大震災発生の5年経過後も東南東向きの
変動が観測されているため、水沢局および東京大学宇宙線
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
の連続観測を継続して行っている。
　また、石垣島局では他機関の協力により超伝導重力計に
よる観測が行われており、これら VLBI・GPS・重力という
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。
　江刺地球潮汐観測施設では、東京大学地震研究所との研
究協定に基づき、ひずみ計等のデータが関係機関にリアル
タイムで配信されている。

6. 開発

　平成27（2015）年度は、これまで磁気テープとFX相関器
で行ってきた1 Gbpsの観測を、HDD記録装置とソフトウェ
ア相関装置による観測に完全移行し、相関器も水沢キャン
パスに移設して稼働を開始した。日韓相関器では、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
い、より正確なシステムづくりに貢献した。また将来計画
としてSKA計画や高周波VLBIなどの可能性について検討
し省電力光高速データ伝送、ADC、高精度主鏡、気球電波
干渉計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。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1日
当たり150万回を超えるアクセス数に達している。

8. 石垣島天文台

　平成28（2016）年度はオープンから10年目の節目を迎え
る。平成25（2013）年に4D2Uを上映できる「星空学びの
部屋」を石垣市の協力により併設したことで、見学者数は
14,000名に上り年々増加傾向にあるなど、観測的研究と広
報普及、地域振興という当初の建設目的を十分に果たして
いる。 
　研究面では、GRB観測、太陽系天体の観測などを大学と
連携して実施しており、彗星17P/Holmesの観測的研究など、

石垣島天文台の観測が重要な役割を果たした欧文査読論文
は共著で6編の発表を得た。 
　一方、平成27（2015）年に14年目を迎えた「南の島の星ま
つり」は参加者が依然増加傾向にあり、ライトダウン観望
会には約9,000名が参加した。戦後70周年の節目の年でも
あることから、山梨県立科学館制作の「戦場に輝くベガ」
の上映や、俵万智さんを選者とした「星と平和」の短歌募
集なども催され約11,000名が参加した。
　教育面では、高校生対象の「美ら星研究体験隊」や琉球
大学生による観測実習を開催した。また、平成20（2008）
年に高校生の観測で発見された小惑星（372024）には、公
募により「あやぱに」が命名され話題となった。
　全国の公開天文台との交流も活発に行われており、平成
27（2015）年度には野辺山宇宙電波観測所のある長野県南
牧村では「星空サミット」、石垣市と交流協定を結んでいる
北海道なよろ市立天文台では石垣市から島唄のグループが
招かれライブショーを開催し交流を重ねた。また、鳥取市
立佐治天文台からは「宇宙メダカ」が寄贈され、現在も石
垣市立名蔵小中学校で飼育を続けている。

9. 広報

　水沢VLBI観測所が維持する各施設において地域に根差
した広報を展開するため、下記のような特別公開や常時公
開などの活動を実施している。

（1）特別公開

平成27（2015）年
4月19日
茨城大学宇宙科学教育研究センターおよび茨城局特別公
開「第6回公開天文台」＜於：茨城県高萩市・日立市／参
加者：約230名＞

7月4日
鹿児島市教育委員会及び鹿児島大学理学部ほか共同開催
「第23回七夕祭り」＜於：鹿児島市錦江湾公園内　鹿児島
観測局／参加者：約100名＞

8月8日
VERA入来観測局特別公開との共同開催「八重山高原星
物語2015」＜於：鹿児島県薩摩川内市入来／参加者：約
4,000名＞

8月15日～23日
VERA石垣島観測局及び石垣島天文台特別公開の同時開
催「南の島の星まつり2015」＜於：沖縄県石垣市／参加
者：総数10,930名、うち石垣島天文台天体観望会877名、
VERA石垣島観測局特別公開238名＞
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8月22日　
水沢地区特別公開「いわて銀河フェスタ2015」＜於：
岩手県奥州市　水沢VLBI観測所・奥州市遊学館／参加
者：660名＞

平成28（2016）年
2月14日　

VERA小笠原観測局特別公開「スターアイランド15」＜
於：東京都小笠原村父島／参加者：222名＞

（2）常時公開
　広く一般市民に対し、研究観測施設の見学を通じた天文
学への関心の促進と研究への理解が得られるよう通年で、
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
曜日10:00～17:00に施設を常時公開している。
　各局の見学者は以下のとおり。

「水沢VLBI観測所」 17,415名（奥州市運営「奥州宇宙
遊学館」の協力による）

「VERA入来観測局」 1,551名
「VERA小笠原観測局」 8,540名
「VERA石垣島観測局」 2,713名
「石垣島天文台」 13,906名（うち、土日・祝日と特

別公開時に天体観望会を実施し
「星空学びの部屋」4D2U鑑賞者
は3,925名と好評であった）

（3）ホームページ
　水沢VLBI観測所運営の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。平成27（2015）年度の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・総研大各2名および東海大学の受託院生1名を
受け入れ、このうち東京大学1名は修士号を取得した。東
海大学の院生は博士課程1年時に就職が決まった。総研
大サマースチューデントとして東北大学、東海大学から
学部生各1名を受け入れ、研究指導を行った。また、タイ
NARIT（National Astronomical Research Institute in Thailand）、

韓国UST（University of Science and Technology）との共催に
より、平成28（2016）年2月15～19日タイ・チェンマイにお
いて「電波天文冬の学校2016」を開催し、アジア地域の学
部学生を中心に約30名を受け入れ、実行委員や講師を職員
が担当した。平成21（2009） 年から始まった琉球大学との
連携授業が平成27（2015）年度も開催され、8月24～27日に
琉球大学で講義を、9月1～4日にVERA石垣島局と石垣島
天文台で観測実習を開催し25名が受講した。そのほかにも、
東京大学や東北大学などで職員が講義を行った。

（2）高校生向けの研究体験等
　平成27（2015）年8月1～3日に、「第9回Z星研究調査隊」
を開催しVERA水沢局の電波望遠鏡を用いたメーザー天
体探査を行い、岩手県内の高校生11名を受け入れた。同年
8月12～14日にはVERA石垣島観測局と石垣島天文台にお
いて、日本学術振興会「ひらめき☆とめきサイエンス」
事業「美ら星研究探検隊」を開催し石垣市内18名の高校
生を受け入れ、電波観測では新メーザー天体の検出に成
功しVERA石垣島観測局施設公開時に発表を行った。また、
SSH（スーパー・サイエンス・ハイスクール）事業の一環
で、秋田県立横手清陵学院高校での活動に協力、VERA水
沢観測局において電波望遠鏡を用いた観測研究の指導を行
い、これら観測成果は日本天文学会春季年会のジュニア・
セッションで発表された。

サイト名称 セッション ユーザー ページ・ビュー
水沢VLBI観測所 24,201 17,337 72,608
VERA 11,678 6,778 39,952
木村榮記念館 5,726 5,057 8,646
石垣島天文台 80,769 50,319 161,242
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5　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
用と観測装置開発を主たる業務とし、得られた観測データ
を元に、太陽外層大気の構造と活動現象（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。主観測施設である太陽フレア望遠鏡などを
用いて定常的な観測を行うほか、皆既日食遠征観測や、地
上太陽観測将来計画の立案も行っている。黒点や彩層、フ
レア等の定常観測を長期間にわたり継続しており、得られ
たすべての観測データを公開し、共同利用に供している。

1. 三鷹観測施設

（1）磁場観測
　主力観測装置の太陽フレア望遠鏡は平成3（1991）年の
完成以来、活動領域光球ベクトル磁場、Hα彩層の観測を
続けていたが、光球ベクトル磁場については、現在、赤外
ストークス・ポーラリメータに置き換え観測を行ってい
る。従来の磁場観測は太陽面の限られた部分（活動領域）
のみを対象としていたが、新装置は太陽周期活動の起源解
明も視野に入れ、太陽全面の光球だけでなく彩層の高精度
ベクトル磁場分布を得るため、太陽全面の偏光観測を光球
および彩層スペクトル線で行うものである。対物レンズは
口径15 cmの赤外線用レンズで、偏光分光器により、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
観測を実施している。当初は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、平
成26年度カメラを追加でき、2台のカメラを使って同時に
データを取れるシステムに改良し、現在、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している。
さらに、より大フォーマット・低ノイズの赤外カメラの導
入を目指して、科研費新学術領域研究「太陽地球圏環境予
測」の中で新たなカメラの製作準備を行っている。

（2）黒点・白斑・Hαフレアなどの定常観測
　昭和4（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。平成27（2015）年4月－平
成28（2016）年3月では241日の観測を行った。
　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視線速度場情報を取
得でき、基礎的観測手法ながら先進的な技術レベルを実現
している。今年度は sCMOSカメラの導入により、さらに
広いダイナミックレンジ・低ノイズレベルを実現した。こ
れにより、太陽活動は下降気味であるが、多くのフレアや
プロミネンス爆発といった現象を捉えることに成功してい
る。また同じフレア望遠鏡にて連続光とG-bandの太陽全
面定常撮像観測も行い、黒点・白斑を始めとする光球の活
動現象をモニターしているとともに、今年度はさらにCa K
フィルターによる撮像観測を開始した。
　以上のような定常観測データは、リアルタイム画像も含
め、太陽観測所ウェブページで公開している。
　また、より定量的な速度場や磁場まで含めた広視野観測
を長期にわたって行うため、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、今年度は装
置設置のため環境整備を行った。
　その他の既存装置についても日常的な観測のほか、観測・光
学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、その基礎デー
タを共同利用することで研究に貢献している。特に太陽観
測所には、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
陽活動の記録が残されており、長期変動の研究に資するこ
とができる。デジタルデータそのものの質の向上にも取り
組んでおり、今年度は前述の新学術研究PSTEPの研究の一
環として、Ca K像のより高精度な再デジタル化を行った。
　ウェブでのデータ公開は従来太陽観測所が所有するサー
バーで行ってきたが、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。
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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を支援してい
る。新たに乗鞍コロナ観測所の10 cmコロナグラフ移設を
検討しており、コロナグラフの整備を行い、健全性確認の
ため乗鞍コロナ観測所で試験観測を実施した。また、平成
25（2013）年に中国雲南省の麗江（高美古）観測所（標高
3200 m）に移設した10 cmコロナグラフNOGISシステムに
よるコロナ緑輝線の2次元強度・速度場観測を支援している。
　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ため、関連観測機器を引き続き
太陽コミュニティで使用できないか検討を行っている。今
年度は平磯から撤去されたHα、磁場測定用の望遠鏡および
シーロスタットを三鷹に移動した。今後移転先が決まるま
で保管する。
　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」を国立天文台・三鷹大セミナー室にて平成28年2
月15日～17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。
　平成28（2016）年3月9日、インドネシアで皆既日食があ
り、花岡・森田が観測を実施した。残念ながら皆既時には
薄曇りで、かろうじてプロミネンスやコロナの画像は得ら
れたが、科学データ解析は難しそうである。
　太陽観測所では太陽の基本データを取得しているため教
科書等に太陽画像が利用されることも多く、また新聞・雑
誌への太陽画像・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・北川
直優に代わり、萩野正興が着任した。また、退職するプ
ロジェクト研究員・大辻賢一に代わり、新年度よりAnand 
Joshiが内定している。太陽観測所・教授の櫻井隆は平成27
年度末をもって定年退職した。



072 II   各研究分野の研究成果・活動報告

6　チリ観測所

　ALMA望遠鏡計画は、南米チリ北部・標高5,000 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
とした北米等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、ALMA望遠鏡計画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、偏波観測試験や太陽観
測試験などが実施されている。偏波観測試験においては国
立天文台の中西康一郎と永井洋が、太陽観測試験において
は国立天文台の下条圭美が全体をリードするなど、東アジ
アの研究者が国際チームの中で主導的な役割を果たしてい
る。また、平成27（2015）年度に開始された第4回共同利用
観測より、最も観測周波数が高い受信機バンド10が科学観
測に提供されるなど、日本が開発を行ったアンテナ、相関
器、受信機（バンド4、8、10）は確実に運用されている。
　
2. ALMA共同利用と科学観測

　アルマ望遠鏡の4回目の共同利用観測が、「Cycle 3」と
して、平成27（2015）年10月に開始された。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
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10を新たに追加
して3、4、6、7、8、9、10の7種類が提供された。Cycle 3で
は、これまでの基線長1.5 kmに対して、最大10 km（バンド
3–6）、5 km（バンド7）、または2 km（バンド8–10）と大幅に
拡大されたこと、連続波の偏波観測が可能になったことが
大きな特徴であった。Cycle 3では全世界から合計1,578件
の観測提案が提出された。これはハッブル宇宙望遠鏡の観
測提案数の世界記録を塗り替えるものであり、分野も銀河
形成や星・惑星形成に加え、太陽系天体やアストロバイオ
ロジー、星間化学など多岐にわたり、「世界望遠鏡」ALMA

への期待の高さが示された。
　5回目の共同利用観測が、「Cycle 4」として公募された。
Cycle 4では、12 mパラボラアンテナを40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3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3、4、6、7、8、9、10の7種類、
基線長は最大12.6 km（バンド3–6）、6.8 km （バンド7）、ま
たは3.7 km（バンド8–10）が提供される予定である。Cycle 
4で新たに可能になったのは、50時間以上の長期共同利用、
ミリ波VLBI観測、ACA単独モード、太陽観測、輝線の偏
波観測である。観測提案は、日本時間平成28（2016）年4
月22日00:00に締め切られる予定である。Cycle 4は平成28
（2016）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。東京大学の田村陽一らは、ALMAが超高解像度で撮
影した重力レンズ天体SDP.81の画像を精緻に解析し重力
レンズモデルと比較することで、SDP.81の内部に500光年
程度の大きさを持つ塵の雲が複数分布していることを明ら
かにした。また重力レンズを起こす手前の銀河に、太陽
の3億倍以上の質量を持つ超巨大ブラックホールがあるこ
とを明らかにした。また総合研究大学院大学の大西響子
らは、ALMA望遠鏡を用いて棒渦巻銀河NGC 1097を観測
し、中心部に存在するガス雲の運動を詳細に調べた。その
結果、この銀河の中心にある超巨大ブラックホールの質量
が太陽の1億4000万倍であることを突き止めた。ALMAに
よるわずか2時間程度の観測でこの結果が得られたことは、
ALMAが超巨大ブラックホールの質量測定に大きな力を
発揮することを証明した成果といえる。東京大学の梅畑豪
紀らは、115億光年彼方に位置する若い銀河の大集団（宇宙
最大の天体である「原始グレートウォール」の中心）に、爆
発的な星形成活動を行っている銀河が9個も群れ集まって
いる様子を捉えることに成功した。この結果は原始グレー
トウォールが巨大銀河の誕生を支える母体であることを指
し示すものであり、爆発的星形成銀河の形成過程やその後
の進化の解明につながると期待される。東京大学の麻生有
佑と国立天文台の大橋永芳らは、ALMA望遠鏡を用いて原
始星TMC-1Aを観測し、原始星を取り巻くガス円盤とその
周囲でのガスの動きをこれまでになく詳細に明らかにした。
ALMA望遠鏡の高い感度によって、原始星を取り巻くガス
円盤とそこに向かってゆっくりと落下するガスを初めて直
接見分けることに成功した。これは、将来的に惑星形成の
現場となる原始惑星系円盤がいつ作られどのように成長し
ていくのかという謎に迫る、重要な成果である。
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3. 教育活動・インターンシップ受け入れ

　平成27（2015）年6月から9月までUniversity of Science and 
Technology of Hanoi（ベトナム） の大学生が、また平成28
（2016）年1月から3月にかけてFTP University（ベトナム）
の大学生が各1名インターンとしてチリ観測所（三鷹）に滞
在し、研究活動を行った。

4. 広報普及

　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35件掲載された。またALMAを取り上げたテ
レビ・ラジオ番組は14本であった。天文学のさまざまな分
野におけるALMAの観測成果が紹介されたほか、平成28
（2016）年1月にはNHK総合「ニュース7」にてアストロバ
イオロジー研究におけるALMAの役割が紹介された。ま
た購読者の多い科学系ウェブサイト「IFLScience!」に日本
人研究者によるアルマ望遠鏡観測成果の記事が掲載され、
Facebookページでのシェアや「Like!」が合計1万7千件に達
するなど、日本人研究者による研究成果の海外への浸透も
増加した。
　ウェブサイトには43件のニュース記事、8件のプレスリ
リースを掲載した。またメールマガジン（登録者数約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27（2015）年度末現在でのフォロワーは約
27,500名である。
　平成27（2015）年5月に、日本地球惑星科学連合大会（幕
張メッセ）にALMAの説明ブースを1週間出展した。平成
27（2015）年度には26件の一般向け講演およびサイエンス
カフェを行い、数多くの来場者との対話により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。特に平成27（2015）年12月12日には大阪市立科学館に
て「第21回アルマ望遠鏡公開講演会 アルマ望遠鏡で挑む星
と惑星の誕生」を開催し、200名を超える来場者に最新の観
測成果を紹介した。
　平成15（2003）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27（2015）年度には先端技術センター
における受信機開発、特にカートリッジの開発と量産の様
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、平成27（2015）年9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、ALMA地域センタースタッフの
インタビューを掲載し、共同利用による科学成果の創出を
支えるスタッフの仕事の様子や想いを広く紹介した。
　平成27（2015）年3月中旬から、標高2,900 mに位置する
ALMA望遠鏡山麓施設の一般見学の受け入れを開始した。
毎週土曜・日曜、1日40名（事前予約制）を受け入れ、山麓

施設内の解説やALMA解説映像の視聴、コントロールルー
ム等の見学などを行っている。予約は毎回早くに定員に達
するほどの人気であり、多くの方に研究の現場を実感して
もらうよい機会となっている。

5. 国際協力（委員会等）

　平成27（2015）年7月21日に、自然科学研究機構と台湾中
央研究院がALMA望遠鏡の運用と将来開発計画に関する
協定書に署名し、また7月27日には国立天文台と台湾中央
研究院天文及天文物理研究所もALMA望遠鏡に関する協
定書に署名を行った。さらに平成27（2015）年12月15日に
は、自然科学研究機構、欧州南天天文台、米国立科学財団
の代表者が東京に集まり、ALMA望遠鏡の運用に関する三
者協定書に署名を行った。
　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27（2015）年度中にALMA評議
会は1回、ALMA科学諮問委員会は2回のFace-to-Face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四半期に一回の頻
度でFace-to-Face会合または電話会議を行った。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

・2015/7/28–30　国立天文台野辺山宇宙電波観測所
　NRO-ALMA Science/Development Workshop 2015
・2015/10/20–22　国立天文台三鷹キャンパス
　ALMA/45 m/ASTE/Mopra Users Meeting
・2015/12/8–11　I-siteなんば
　国際研究会 “EA ALMA Science Workshop”
・2016/3/9　愛媛大学
　ALMA Cycle 4 Town Meeting
・2016/3/22–23　鹿児島大学
　ALMA Cycle 4 Town Meeting
・2016/3/25　京都大学
　ALMA Cycle 4 Town Meeting
・2016/4/4　国立天文台三鷹キャンパス
　ALMA Cycle 4 Town Meeting

7. 科研費以外の外部資金獲得（産学連携経費等）

伊王野大介　稲盛財団研究助成
井口　　聖　住友財団基礎科学研究助成

8. 研究員の異動等

（1）採用
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諸隈佳菜　特任研究員
江草芙実　特任研究員
竹腰達也　特任研究員

（2）退職・異動
三浦理絵　特任研究員　チリ観測所特任助教に採用
植田準子　特任研究員　ハーバード・スミソニアン天体物

理学センター ポスドクへ
黒野泰隆　特任研究員

9. 主な訪問者

・2015年4月23日
二階尚人駐チリ日本大使がALMA山麓施設・山頂施設を
視察。
・2015年5月06日
台湾の大学研究者グループ一行がALMA山麓施設・山頂
施設を視察。
・2015年5月08日
西銘恒三郎総務副大臣他、および国立研究開発法人情報
通信研究機構富田二三彦理事、益子信郎理事他一行、お
よびチリ通信相次官Pedro Huichalaf氏がALMA山麓施
設・山頂施設を視察。
・2015年10月16–18日
久保田晃弘多摩美術大学教授がALMA山麓施設・山頂施
設を訪問。

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。平成24（2012）年度にALMA望遠鏡が本格運用に移
行したことから、これからはASTE望遠鏡をALMAでの観
測提案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。ALMAと同様に南天を観測できる10 m級の大型サブ
ミリ波望遠鏡は、世界でもASTEのほかには欧州が運用す
るAPEXしか存在しないことから、日本がASTEを有する
ことは、ALMAの観測提案の強化や観測装置の性能拡張を
戦略的に進める上で、極めて優位な状況を作り出す。また、
ASTEは装置開発で次世代を切り開く若手研究者の育成に
貢献するとともに、野辺山45 m望遠鏡との有機的な連携を
進めるための共同利用プログラムも実現に移されようとし
ている。
　平成27（2015）年度の共同利用観測は、345 GHz帯お
よび460 GHz帯分光観測を提供した前期2015a（6月～9
月）、また345 GHz帯分光観測のみを提供した後期2015bお
よび追加公募2015c（10月～12月）の3回が公募された。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）枠を平成25（2013）年度から設置して
いる。共同利用観測およびGTO提案は合計53件（前期：共
同利用25件、GTO 1件、後期：共同利用12件、追加公募：
共同利用15件）が提出された。観測提案の審査はチリ観測
所プログラム小委員会で行い、合計41件（前期：共同利用
22件、GTO 1件、後期：共同利用11件、追加公募：7件）の
観測提案が採択された。平成27（2015）年6月8日から12月
18日まで、ASTE三鷹運用室または各大学・研究機関等か
ら共同利用観測が実行された。
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7　天文シミュレーションプロジェクト

1. 全般

　天文シミュレーションプロジェクト（CfCA）では、汎
用スーパーコンピュータおよび重力多体問題専用計算機を
中心としたシミュレーション用計算機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。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）の理論
演算性能は1 Pflopsで、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-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
れた後の運用三年目であった。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。昨年度中旬に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次のようなものを自
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-7の
運用を終了しGRAPE-9の本運用を開始したことが挙げら
れる。GRAPE-7に比べてGRAPE-9は性能が約10倍に向上
している。
　XC30、GRAPE、小規模PCクラスタについては審査を経
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26）年度内に出版された査
読付き欧文論文の実数調査を行い、それによると当該の査
読付き欧文論文の出版数は75本であった。
　本プロジェクトでは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を利用し、各種申請書の受理や利用者の個人情報
管理はすべて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26年度中に採択されて平成27年度に支払いを実施し
たものは0件、平成27年度中に採択されて平成27年度に支
払いを実施したものは5件（約50万円）であった。

□ Cray XC30 に関する統計
- 稼働状況
・年間運用時間   8561.0時間
・年間core稼働率　87.13 %
- 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 13件、後期採択 2件、合計 15件
・カテゴリB：年度当初 70件、後期採択 15件、合計 85件
・カテゴリMD：年度当初 15件、後期採択 3件、合計 18件
・カテゴリTrial：45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  3件、後期採択 0件、合計  3件
・カテゴリB：年度当初  6件、後期採択 0件、合計  6件
・カテゴリTrial ：0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　7764.7時間
・年間ジョブ稼働率　73.3 %
- 利用者数　37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、
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多数の参加を得て有意義な議論が行われた。当該年度の
ユーザーズミーティングは水沢VLBI観測所で開催された
ことが特記事項となる。

□ Cray XC30 中級講習会
平成28年1月15日　参加者 4名

□ N体シミュレーション大寒の学校
平成28年1月20－22日　参加者 16名

□ ユーザーズミーティング
平成28年1月28－29日　参加者 63名

3. 広報活動

　本年度も前年度に引き続き、「いわて銀河フェスタ2015」
（水沢地区特別公開、平成27年8月22日開催）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。約
150名ほどの見学者に稼働中のアテルイ（Cray XC30）を間
近で見てもらえた。さらにこの水沢地区特別公開では、ア
テルイのユーザである石山智明氏（千葉大学准教授）を招
いた特別講演会を行い、アテルイを利用した最新成果につ
いてお話いただいた。また、「三鷹・星と宇宙の日2015」
（三鷹地区特別公開、平成27年10月24日開催）では三鷹

CfCA計算機室を一般見学者に公開し、主にGRAPEと計
算サーバの解説を行い、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27年には高校の団
体見学2件の対応を行った。さらに、平成27年9月20日に名
古屋大学豊田講堂で行われた第19回自然科学研究機構シン
ポジウム「宇宙から脳まで 自然科学研究の“ビッグバン”
―コンピューターが切り開く自然科学の未来―」ではブー
ス出展を行い、国立天文台で行われるスーパーコンピュー
タを使ったシミュレーション天文学研究について来場者に
紹介をした。
　平成27年度中にCfCAから以下に2件のリリースを行っ
た。「スーパーコンピュータによる、宇宙初期から現在に
いたる世界最大規模のダークマターシミュレーション」（5
月1日、千葉大学・石山智明准教授ら）、「土星のFリングと
羊飼衛星の起源を解明」（8月18日、神戸大学・兵頭龍樹氏
ら）これらに加え、ひので科学プロジェクトから行われた
リリース「日米太陽観測衛星「ひので」「IRIS」の共演：太
陽コロナ加熱メカニズムの観測的証拠を初めて捉えた」の
中でも、アテルイによるシミュレーション（名古屋大学・
岡本丈典氏、国立天文台・パトリック・アントリン氏ら）
の結果が紹介された。また、昨年度から引き続きTwitterや
Youtubeチャンネルの運用を行い、CfCAの研究紹介、講演

会情報、メディア掲載情報などを提供した。

4. 4D2Uプロジェクト

　本年度も前年度に引き続き、4D2Uコンテンツの開発
と公開・提供を行った。シミュレーション可視化映像は
「ダークマターハローの形成・進化（II. 大規模構造の形
成）ver.2」を平成27年5月にウェブ上で平面版の映像ファ
イルの公開・配布と、ドームマスター形式のファイルの配
布（要申請）を開始した。また、新コンテンツ「原始惑星
の巨大衝突」「土星リングの力学（II. プロペラ構造）」「微
惑星形成」の3コンテンツの制作を行った。4次元デジタ
ル宇宙ビューワーMitakaは平成27年6月（ver.1.2.4）、平成
27年7月（ver.1.2.5）、平成27年11月（ver.1.3.0）、平成28年3
月（ver.1.3.1）にリリースし、New Horizonsやはやぶさ2等
の探査機モデルの表示、多言語対応、日食・月食再現など
の機能追加を精力的に行った。平成28年2月9日は、Mitaka 
version 1.3の多言語表示機能について、海外向けにプレス
リリースを行った。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続けている。
　平成27年4月2日に天文情報センターと共同で、4D2U
ドームシアターリニューアルのメディア向け内覧会を実
施し、22社26名のメディア関係者が参加し、多くの媒体
で4D2Uドームシアターや新コンテンツが取り上げられる
こととなった。さらに天文情報センターとの協力のもと
4D2U英語版のウェブの改訂を行った。Mitakaの最新版の
英語マニュアルの作成と英語ページでの公開、映像コンテ
ンツ解説ページの英語版の公開、利用規約の英語版の公開
等を行うことにより、平成27年10月より、海外からのコン
テンツ利用の受付も開始した。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、「月と太陽展」（コニカミノルタプラザ、平成27年4月
22日－5月8日）、「体感する4次元宇宙の世界」（愛媛大学博
物館、平成27年5月20日－7月27日）、「企画展 最先端ネッ
トワークの形」（千葉県立現代産業科学館、平成27年10月
17日－12月6日）などが挙げられる。プラネタリウム番組
「電脳的大宇宙 Ver2.0」（葛飾区郷土と天文の博物館、平成

27年10月6日－12月27日）には、「ダークマターハローの形
成・進化（II. 大規模構造の形成）ver.2」をはじめ、制作
中の「原始惑星の巨大衝突」「土星リングの力学（II. プロ
ペラ構造）」のドームマスター版を提供し、最新のシミュ
レーション天文学を紹介する番組の制作に協力した。また、
テレビではNHK Eテレで放送された5分番組「プラネット
観光タクシー」（全5回、オフィスラフト制作）にMitakaを
はじめとした4D2Uコンテンツが番組に全面的に活用され
た。その他、テレビ番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。また、平成27年度
は、「いわて銀河フェスタ2015（水沢地区特別公開）」「三
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鷹・星と宇宙の日2015（三鷹地区特別公開）」「第19回自
然科学研究機構シンポジウム 宇宙から脳まで 自然科学研
究の“ビッグバン”」において、来場者がMitakaの操作体
験やバーチャルリアリティ体験ができるコーナーを設け、
4D2Uドームシアター以外でも多くの方々にMitakaを体験
していただくことができた。昨年度に引き続き、Twitterと
Youtubeチャンネルの運用を行い、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。

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
推進していくことが目的である。計算基礎科学の研究を
行っている、あるいはこれから行おうとする研究者を、単
独の機関ではなく三機関およびその協力機関と共同してき
め細かでかつ強力にサポートすることが本拠点の大きな特
色である。また、計算機の専門家の立場からスーパーコン
ピュータの効率的な使い方や研究目標達成のために必要な
新しいアルゴリズムの開発などを全国の研究者にアドバイ
スしていくことも重要な使命である。「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、今年度からスタート
している。
　本年度、本プロジェクトでは高橋博之が特任助教として、
川島朋尚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。高橋特任助教は一般相対論的輻射磁気流体方程
式を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。その結果、ブラックホールの回転エネルギーが抽出さ
れ、ジェットのパワーが増大し、かつ、ブラックホール周
辺のガス温度が増加することがわかった。また、この研究
で使用したシミュレーションコードとは独立に、さらに厳
密に輻射輸送方程式を解くことができる輻射流体コードも
開発した。川島特任研究員はブラックホール周囲の歪んだ
時空中での輻射輸送方程式を解くコードを開発した。また、
本来ブラックホールと思われていた一部の天体が中性子星
であったという観測を受け、中性子星の極冠へのガス降着
現象を数値シミュレーションで調べた。その結果、観測さ
れている強力なX線を再現可能であることを示した。

　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べく協議を重ねている。

（2）HPCIコンソーシアム
　本プロジェクトは平成22年秋に始まった準備段階より文部
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国策のHPC研究推進に参画している。
なおこれは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および「ポス
ト京」の重点課題9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が必要である。HPCIコンソー
シアムは平成24年4月より正式な社団法人として発足した
が、本プロジェクトは現時点ではアソシエイト会員（会費
を支払わないので議決権はないが意見の表明や情報の取得
は可）として当コンソーシアムに参加し、計画全体の動向
を見守っている。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HPCI体制についての議論
が繰り広げられた。本年度より「ポスト京」計画の予算が
稼働して開発が開始されており、具体的な運用に向けた議
論が盛んである。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）
（研究員）朝比奈雄太
（研究支援員）   

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） 楢崎弥生
（研究員）古澤峻、川島朋尚
（研究支援員）長谷川幸彦、松本侑士
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　科学衛星「ひので」は平成18年9月23日に宇宙航空研究開
発機構宇宙科学研究本部（以後 ISAS/JAXA）が打ち上げた
人工衛星で、「ひのとり」（昭和56年）、「ようこう」（平成3
年）に次ぐ、わが国3機目の太陽観測衛星である。国立天文
台では ISAS/JAXAと共同研究に関する覚書をとり交わし
て、この衛星計画の推進に当たってきた。「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27年度は衛星飛翔後9年次にあたる。今年度開催さ
れたNASAシニア・レビュー委員会において「ひので」は
Heliophysics分野が管轄する15ミッション中トップ3に入る
大変良好な評価を得ることができた。ESAにおいても、平
成28（2016）～29（2017）年度の衛星運用が現在の規模を
維持して継続することが承認されており、また英国STFC
においても平成30年度までの運用継続が約束されている。
JAXAに対しては、平成29年度以降の衛星運用延長を、平
成28年度に申請する予定である。

1. 「ひので」衛星：搭載望遠鏡と科学運用

　SOTは、吸収線の偏光観測によって太陽光球面の磁場
ベクトルを得る望遠鏡である。有効口径50 cmの回折限界
（空間分解能0.2－0.3秒角）での観測を、シーイングの影響
なく連続的に行うことができる。SOTの焦点面検出装置
には3種類の光学系／撮像機能が内蔵されており、所期の
性能を維持している。当初視野の一部に画像の乱れが見つ
かった「狭帯域フィルタ撮像系」においても、運用の工夫
で視野の健全性が維持され、軌道上にて長年にわたり高品
質の観測を行うことができている。フィルター撮像観測
（FG）に用いるカメラにおいては、平成28年2月25日に過電
流が検知され、このカメラの電源を一旦オフにし、それ以
後FGによる撮像観測は停止している。現在、過電流が流
れた原因および復旧の可能性について調査中である。 
　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。今年度もS帯によるデータ受信を用いて科学運用を
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

8　ひので科学プロジェクト
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究者に供されることになっている。平成27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200日（このうち業務委託によるものは119日）
であり、ひので科学プロジェクトの科学運用への貢献率は、
27.3 %（対国内）、17.2 %（対全体）である。平成19年5月27
日よりスタートした「ひので」取得全データの即時公開は、
その後もひので科学センター（HSC）を通じて、継続的か
つ安定して実施されている。
　他衛星や地上観測装置との共同観測提案を奨励する
「Call for Proposal」は「HOP (Hinode Operation Proposal)」と
名づけられ、世界の太陽観測研究者との共同観測を推進す
ることに貢献している。平成28年3月までのHOP申請数は
のべ302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27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9編（総数としては20編）
であり、平成28年3月末の時点で、のべ数として250編とな
る。ちなみに「ひので」に関する全査読付論文数は887編で
あり、飛翔後9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、依然として太陽活動の本質に
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27年度は、年度当初プロジェクトに所属する研究員
（特任研究員）として2名が在籍したが、うち1名は、平成27

年10月に省庁大学校・講師として採用になった。もう1名
は平成27年度末をもって任期満了となったが、平成28年4
月より連合王国セントアンドリュース大の研究員となるこ
とが内定している。
　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27年度は、
LOC担当がSTFCであったため、第9回会議を、平成27年9
月14－18日に、ベルファスト女王大学（連合王国北アイル
ランドベルファスト市）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27年度にプロジェクトに来訪した長期（1ヵ月以
上）滞在者（外国人）を表に示す。

表1. 長期滞在者

氏名 所属（国）
Cheung, Mark C. M. LMSAL（米合衆国）
Gizon, Lorent MPS（ドイツ）
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9　重力波プロジェクト推進室

　平成27（2015）年度は、アメリカの重力波望遠鏡LIGOに
て2つのブラックホールの合体により発せられた重力波の
史上初検出に成功した極めて重要な年として位置づけられ
る。LIGOおよびVIRGOでつくる共同研究グループが平成
28（2016）年2月に発表した今回の重力波検出によって、ブ
ラックホール合体を1 Gpc以内で検出できる重力波検出器
を作れば、重力波天文学の創始に貢献できるということが
示された。その間、国立天文台の重力波プロジェクト推進
室は、神岡における重力波望遠鏡KAGRAの建設を継続的
に進めており、特に、第1期干渉計（initial KAGRA）のイ
ンストール作業とその運転に貢献した。重力波プロジェク
ト推進室では、この活動をより円滑に進めるために、神岡
分室を開設した。これと並行して、平成30（2018）年の稼
働開始を目指し、次期アップグレード（baseline KAGRA）
に向けた各種装置の準備も引き続き行っている。

1. KAGRAの開発

　KAGRAは、岐阜県神岡町の鉱山内地下トンネルに設置
された干渉計型重力波検出器である。地下の静寂な環境に
設置されることに加え、熱雑音の影響を低減するために冷

却したミラーを利用するといった点に、他の大型重力波検
出器と比較したKAGRAの独自性がある。平成27（2015）
年度末には、iKAGRAと呼ばれる、簡略化された構成で基
線長3 kmの干渉計を常温で試験運転することに成功した。
この試験運転によって、3 kmのビームダクトの設置精度な
ど、設備に関わる重要項目の試験が実施され、干渉計の最
終構成へのアップグレードに向けて重要な知見が得られた。
　国立天文台重力波プロジェクト推進室はさまざまな側面
からKAGRAプロジェクトに貢献しているが、主要な役割
として、干渉計ミラーのための超高性能防振システムの開
発およびそのインストールを担当している。そのほかの技
術的な貢献としては、補助光学系、ミラー特性評価、およ
び干渉計全体の光学設計と制御方針の開発が挙げられる。
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、安全管理委員会、およびKAGRA
サイエンティフィックコングレス（KSC）役員会の活動を
通じてプロジェクトマネジメントに貢献している。

（1）防振系
　防振システム（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。
重力波プロジェクト推進室では各構成要素の異なる防振要
件に対応するため、4種類の異なる型の懸架系を開発した。
平成27（2015）年には、PR3と呼ばれるミラーを支えるた
めの、大型懸架システムをKAGRA真空槽内にインストー
ルした。この懸架系は iKAGRA試験運転中無事に稼働し
た。我々は、PR3防振系のインストール作業と運転から得
られた経験に基づいて、次期干渉計（bKAGRA）へのアッ
プグレードに向けてさらなる大型懸架系のインストール準
備を行っている。加えて、iKAGRAのエンドテストマスお
よびモードクリーナーミラー用として、合計5つの小型防
振系がインストールされた。

（2）補助光学系
　補助光学系は、干渉計のための光学バッフル、ビームダ
ンプ、BRT（beam reducing telescopes）、高品質ビューポー
ト、ミラー上のビームスポットをモニタリングするための
カメラ、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。平成27（2015）年には、
多くのビューポートがインストールされ、iKAGRAで使用
された。また7つの光てこがインストールされ、iKAGRA
運転中はミラーの正確な姿勢情報を提供した。さらに、干
渉計各所におけるビームの形状を、必要に応じてリアルタ
イムでモニターするためのデジタルビデオカメラが10台
インストールされた。我々が開発した光散乱計を利用し

図1. PR3防振系システムを真空槽へ無事にインストールした後に、
安堵の表情を浮かべる研究者．
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て、引き続き高品質光学バッフルおよび高パワービームダ
ンプのための基材の評価が行われた。bKAGRA用に必要
となる追加の大型バッフルが設計・製作され、納品された。
bKAGRA用BRTの光学部品の調達が完了し、それらの防
振ステージの設計が進められた。

（3）ミラー特性評価
　昨年度導入された光学吸収率計測システムの調整が完了
し、実運用が可能となった。サンプルの表面と内部の吸収
率を分離するためのシミュレーションや、キャリブレー
ションの検証が行われた。我々は、KAGRA用候補として
検討されているサファイア結晶の小型サンプルを測定し、
極めて低い吸収率を確認した。現在では、大型サンプルの
測定準備を進めている。

（4）iKAGRA干渉計の運転
　重力波プロジェクト推進室のメンバーを含むKAGRA
主干渉計コミッショニングチームは、比較的短期間（3週
間）で iKAGRA干渉計の初期アラインメントとロックを
実現した。干渉計のキャリブレーションも推進室メンバー
によって行われた。また干渉計の試験運転時、推進室メン
バーは神岡現地での干渉計運転シフトに就いた。

2. 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、bKAGRAの建設と並
行して、KAGRAの将来的アップグレードに備えて研究開
発を行っている。これに関連して、TAMAの施設を利用し、
KAGRAのように量子雑音によって制限される検出器の感
度を向上させるための最も有望な解決法のうちの一つとし
て期待されている、周波数依存スクイージング技術を開発
している。このためTAMA施設では長さ300 mの高フィネ
ス共振器が構築されている。この実験を進めるにあたり、
我々は海外の研究機関との連携を築き、学生を受け入れた。
KAGRAのミラーを評価するために開発された吸収測定ベ
ンチは、熱雑音を低減するための解決策の一つとして期待
される結晶性コーティングの性能を調べるためにも使用さ
れている。熱雑音の研究は、低温下におけるミラーの熱雑
音の直接測定を目指すためにATCで開始された実験の目
的でもある。また、東大宇宙線研究所と共同してクラック
リング雑音の研究も行っている。

（2）DECIGO
　DECIGOグループでは、DECIGO衛星およびその前身で
あるPre-DECIGOの設計についての議論を継続的に行って
いる。重力波の初検出を受け、我々はPre-DECIGOの感度
および軌道に乗ることにより得られる信号の達成可能な角
度分解を、科学的な見地から見直すことにした。

3. 教育活動

　平成27（2015）年度、重力波プロジェクト推進室では3
名の博士課程および1名の修士課程の大学院生の研究指導
を行った。このほか、総研大サマーステューデントプログ
ラムのもとで富山大学より学部生1名を受け入れた。また、
北京師範大学（中国）より修士課程の院生1名とCNRS/APC
（フランス）より博士課程の院生1名を、それぞれ約1ヵ月半
と3ヵ月の期間にわたり滞在型研究員として受け入れた。

4. 広報普及

　KAGRAでは11月に第1期実験施設完成式典が開催され、
重力波プロジェクト推進室のメンバーは本式典の計画と運
営に協力した。一部の推進室メンバーはNHKの国際テレ
ビやラジオ番組に出演した。一般相対論誕生100年を記念
した市民講演会の一環として、国立天文台講演会が開催さ
れ、当推進室メンバーが講演者として出演した。このほか、
自然科学研究機構長プレス懇談会、多摩六都科学館、お
よび国立科学博物館で当推進室メンバーによる一般向け
講演が行われた。国立天文台特別公開では、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。TAMA300は、三鷹キャンパス
の主要な見学対象施設としての役割を引き続き担い、多くの
見学者を受け入れた。また重力波プロジェクト推進室神岡
分室のメンバーは、KAGRA施設の見学対応も行った。

5. 国際協力および主な来訪者

　重力波プロジェクト推進室は、海外の研究機関に所属す
るメンバーを含むKAGRA共同研究グループの一員である。
KAGRA以外では、KAGRAの将来的アップグレードに備
えて研究開発を行うことに関連して、CNRS/APC（フラン
ス）、北京師範大学（BNU、中国）、University of Hamburg
（ドイツ）、およびCNRS/LMA（フランス）との連携体制
を築いている。この枠組みの中で、CNRSよりDr. Barsuglia
およびBNUよりProf. Zhuの来訪を受けた。このほか、当
推進室のメンバーのうち一人が属しているVirgo共同研
究グループとの交流が数回行われた。また、University 
of Perugia（イタリア）のDr. Voccaは、当推進室訪問後
に、KAGRA共同研究グループに加入した。TAMAでは、
Hanoi（ベトナム）よりDr. Nguyen Quynh Kan、University of 
Glasgow（スコットランド）よりDr. Gilles Hammond、一般
社団法人日本機械学会、およびルーマニアの教育プロジェ
クトの学生グループ等を含む、数回の来訪を受けた。

6. 出版、発表、ワークショップ準備

　推進室メンバーが著者に加わった査読付き論文の数は17
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であり、この中には、広く科学界および一般社会より注目
された“Observation of a binary black hole merger”について
の発表が含まれている。加えて、当推進室メンバーが行っ
た国際会議での発表は9回であった。一般相対論誕生100年
を記念し、国内各地で開催された市民講演会の企画に協力
した。

7. 外部資金獲得

　重力波プロジェクト推進室は、日本学術振興会より配分
された8件の研究資金のほかには、外部資金を獲得してい
ない。

8. 人事

　今年度中に非常勤研究員の人事異動等はなかった。研究
技師1名および事務支援員1名が退職し、それぞれの後任が
決定した。4月に、KAGRAプロジェクトの研究のため、日
本学術振興会のポスドク1名が加わった。平成27（2015）年
度の人員構成は、教授・准教授各1名、研究職員8名、技術
職員4名、事務員3名、および大学院生4名であった。
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10　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年に参加機関の間での合意書を締結して建
設と運用を担うTMT国際天文台を設立し、建設を進めて
いる。日本は望遠鏡主鏡の製造、望遠鏡本体構造の設計・
製造と現地据付・調整、観測装置の設計・製作を担当して
いる。
　平成27年度には、ハワイ・マウナケア山頂域において建
設作業を本格的に進める予定であったが、建設への反対運
動のために作業が中断した。また平成27年12月には、ハワ
イ州最高裁判所が、建設地であるマウナケア保護地区の利
用許可承認プロセスに問題があったとする異議申し立てを
認め、審査の差し戻しを行った。これにより現地建設作業
に遅れが生じているが、国内においては平成27年度には望
遠鏡主鏡の量産工程、望遠鏡本体構造の詳細設計、および
観測装置の設計・開発を順調に進めた。
　推進室の体制としては、年度末には教授2名、准教授4名、
主任研究技師1名、特任准教授1名、特任専門員3名、URA
職員1名、専門研究職員2名、研究支援員2名、特任研究員2
名、事務支援員2名、RCUH職員1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5名、助教2名、研究
技師1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. TMT計画の進捗と建設地ハワイの状況

　TMTの建設は、平成26年に設立されたTMT国際天文台
のもと、参加各国・機関において進められている。現在の
正式参加国・機関は、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、
インド科学技術庁、カナダ国立研究会議であり、これに加
えて米国天文学大学連合（AURA）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国際天文台は、四半期ごとに開催されるTMT
評議員会（ボード会議）での審議・決定に基づいて運用さ
れ、各国での建設作業の管理や現地のインフラ整備などを
行う。日本からは3人の代表がボード会議に出席し、評議
員会副議長を日本代表が務めた。
　平成27年4月から、マウナケア山頂域において本格的な
建設作業に入る予定であったが、現地での反対運動の活発
化により、作業中断を余儀なくされた。その後、山頂域の
所有者であるハワイ州および管理を行っているハワイ大学
の関係者と協力し、作業再開に向けた取り組みを進めたが、
12月にハワイ州最高裁判所が、建設地であるマウナケア保

護地区の利用許可承認プロセスに瑕疵があったとの決定を
下したため、保護地区利用許可が無効な状態となった。こ
の許可は平成25年4月にハワイ州により承認されていたも
のであるが、その審査過程への異議申し立てが出されてい
た。許可内容そのものは判決では問題とされなかったが、
再審査が必要となったため、正式に差し戻しが行われた平
成28年2月以降、ハワイ州による審査プロセスが進められ
ている。
　日本においては、平成25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
造と望遠鏡の設計が進められてきた。平成27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、TMT国際天文台運用経費の分担
金支払いを含め、国際的な建設の推進に貢献した。

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、締結された合意書に基づき、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になっている。平成27年度の
進捗は以下のとおりである。

（1）主鏡分割鏡製作
　TMTの主鏡は492枚の分割鏡で構成され、交換用を含め
て574枚の製作が必要である。それぞれの分割鏡の製作に
は、鏡材の製造、表裏両面の球面研削、裏面の球面研磨、表
面の非球面研削・研磨、外形加工、支持機構への搭載とい
うプロセスが必要である。その後、表面の最終仕上げおよ
びコーティングを経て望遠鏡に搭載される。このうち、日
本は鏡材の製造および球面研削を574枚の分割鏡すべてに
ついて担当する計画であり、平成27年度には65枚の鏡材を
製造し、63枚の球面研削を行った。また、約3割の分割鏡に
ついて、非球面研削・研磨から支持機構搭載までを日本が
担当する計画であり、平成27年度には33枚の非球面研削を
行うとともに、非球面研磨の量産工程を開始し、6枚の研磨
を行った。

（2）望遠鏡本体構造・制御系の設計
　主鏡をはじめ望遠鏡の光学系および観測装置を搭載し、
観測天体に向けるための機構が望遠鏡本体構造であり、日
本はその設計・製作を担当している。望遠鏡本体構造は、
平成25年度の基本設計をうけて、平成26年度から詳細設計
を行ってきた。平成27年2月の本体構造についての1回目の
国際的な設計審査会に続き、平成27年7月および平成28年2
月には制御系の詳細設計についての国際審査会が開催され、
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合格となった。

（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27年度には、撮像部の光学系の基本設
計と性能評価、光学系を支持する機械系の基本設計を進め
た。また、IRIS国際共同チームと連携し、装置全体の要求
仕様書作成、システム検討等に貢献した。特に IRIS装置全
体の振動解析は日本の開発チームが主体的に検討を進めた。
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、概念検討を進めてい
る。平成27年度には蛍石レンズに予想される内部不均一性
が結像性能へ及ぼす影響や、WFOSレイアウト変更に伴う
カメラシステムの光学設計の修正などを行った。

3. TMTによる科学研究の検討と広報活動

　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年に設立された科学
ミッション定義チーム（ISDTs）に日本からも継続的に参
加し、重要な役割を果たしている。平成27年度には報告書
（Thirty Meter Telescope Detailed Science Case: 2015）のとり
まとめが行われ、公表された。平成25年から年に一度開催
されているTMT科学フォーラムが平成27年は6月にワシン
トンDCで開催され、キー観測プログラムの可能性などが
議論された。平成28年のTMT科学フォーラムを5月に京都
で開催することが決まり、その準備を進めた。
　国内では、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
こでの提案をうけ、TMTを用いた観測的研究の計画立案や
新たな観測装置の開発などを支援する目的で、TMTに関連
した研究会への支援の公募を開始した。また、第2期観測
装置の開発・設計に向けた要素技術開発を目的とする戦略
基礎開発経費を継続し、公募により5件の大学等における
開発への支援を行った。
　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。また、TMT
ニュースレターを44号から46号まで配信した。全国各地で
の講演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。市民向けの講演や出前授業を約50件実施した。
　建設地である米国・ハワイにおいても、天文学をはじ
めとする科学・技術の教育・普及イベントである Journey 
through the Universe （平成28年3月）の出前授業講師を派遣
するなどの貢献を行った。
　TMT計画への寄付を継続的に募り、平成27年（1月から
12月まで）には1法人、約1000人から寄付をいただいた。

図2. 分割鏡交換ロボット（試作機）（提供：三菱電機株式会社）．

図1. TMT完成予想図．

図3. 主鏡分割鏡の非球面研磨加工（提供：キヤノン）．
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1. JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画の検討、開発

（1）概要 
　JASMINEミッションは、銀河系バルジのほぼ全領域の
方向（銀河系中心の周りの20°×10°）をサーベイし、その
方向に対して我々から約10 kpc以内にある星々の距離や横
断速度を高い信頼度で求めるために、10万分の1秒角（10 μ
秒角）という高精度で星の年周視差、固有運動、天球上で
の位置を近赤外線（Kw-バンド： 1.5～2.5ミクロン）で測定
する。高精度（距離を正確に求めるのに必要とされる年周
視差の相対誤差が10 %以内）で測定できるバルジの星が約
100万個にものぼる。銀河系の“核心”をつくバルジの位
置天文サーベイ観測は、観測データを使っての重力を担う
物質の位相空間分布構築による銀河系バルジの構造や構造
の形成原因の解明、バルジ内での星形成史、およびそれら
と密接に関わる巨大ブラックホールとバルジとの共進化の
解明に対して、大きな科学的成果が期待できる。上記の中
型科学衛星に相当する JASMINE計画の実現前に、段階的
な科学的成果の進展と技術的知識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、2022
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。銀河系中心核バ
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。

（2）平成27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5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 5名であった。その他、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
予定であった。しかし、国際情勢により、この打ち上げ
は不可能となった。一方、ヨーロッパ宇宙機関（ESA）に
よる打ち上げの可能性が出てきて、交渉中である。Nano-
JASMINE衛星の開発に関しては、実際に打ち上げる衛星
となるフライトモデル（FM）の組み立ては平成22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20 μ秒角以下、固有運動（天球
上を横切る角速度）を50 μ秒角／年以下の精度で測定し、
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

11　JASMINE 検討室
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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、多岐分野にわたる国内コミュニティ有志から構成さ
れるサイエンスワーキンググループ（代表：梅村雅之（筑
波大））によるサイエンス検討が進められてきた。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。
　以上のように準備が進み、小型科学衛星ミッション公募
（平成28（2016）年1月）に対して既にミッション提案を行
うことができた。
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12　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現場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、SCExAO、CHARISの開発・保
守・運用と戦略的観測SEEDSおよびPost-SEEDS観測
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WFIRSTおよびHabEx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。その後
継機の検討。

　平成27年度の成果は、欧文論文（査読あり）は38編、欧文
論文（査読なし）2編、欧文報告（国際会議講演等）36回、
和文論文（査読あり）1編、和文論文（査読なし）8編、和
文著書2編、和文報告（学会発表等）は57回であった。
 
1. 系外惑星研究のためのすばる望遠鏡用次期観測装
置の開発とそれらを用いた観測的研究の推進

（1）HiCIAO（High Contrast Instrument for the Subaru Next 
Generation Adaptive Optics）
　系外惑星、および、その形成の場としての星周円盤を、
すばる8.2 m望遠鏡を用いて「直接観測」するために、コ
ロナグラフと同時差分撮像技術（偏光、多波長、角度の
各々における差分）を併用したモジュール型高コントラス
ト観測装置HiCIAOの開発・保守・運用を行っている。平
成21年10月より第一回すばる戦略枠プロジェクトSEEDS
（Subaru Explorations of Exoplanets and Disks）観測を全国の
研究者・海外研究者約100名とともに開始し、トラブルなく
順調に観測を進めてきた。今年度はとりわけSCExAOと
組み合わせた観測を行った。

（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。オリジナル
な光周波数コムと組み合わせた約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。予算は平成22－26年度科
研費特別推進研究（代表：田村元秀）に基づく。ファイ
バー実験、本番用光周波数コムの完成、全体のアセンブル
を進め、ハワイに輸送した。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。

（3）SCExAO（Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics）
and CHARIS IFU
　SCExAOは約2000素子の超補償光学系であり、CHARIS
赤外面分光器（IFU）は、SCExAOと組み合わせて使われる
巨大惑星分光用系外惑星装置である。主な開発はそれぞれ
ハワイとプリンストンで行われているが、その開発に参加
している。

図1. SEEDSで発見されたTW Hyaの多重リング構造．観測波長は
近赤外線．

図2. IRDの概観．真空冷却系の上部カバーを除いた状態．
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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）WFIRST CoronagraphおよびHabEx (Habitable Planet Explorer)
　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
（後にWFIRST 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の構成要素
を検討し、概念設計を開始した。

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プロジェクトは平成27（2015）
年1月に本来のサーベイをほぼ完了した。レビュー論文は
今年度に出版された。そのほか、TW Hyaのまわりの円盤
の20 AUに位置する空隙の発見（多重リング構造の示唆）、
SU Aurのまわりの円盤の特異な構造の発見、DoAr 28のま
わりの円盤の空隙の詳細構造の解明、HD 169142のまわり
の円盤の空隙の詳細構造の解明、LkCa 15のまわりの傾い
た内側円盤の発見等に成功した。
　HiCIAOを用いた国際共同研究により、FU Ori型星を高
コントラスト観測し、質量降着による重力不安定に起因す
る構造を発見した。
　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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13　RISE 月惑星探査検討室

1. プロジェクト概要

　平成27（2015）年度は小惑星探査機はやぶさ2搭載のレー
ザ高度計の較正データ取得と光リンク実験、JUICE木星系
探査レーザ高度計の概念設計を行った。はやぶさ2は平成
26年度12月3日に打上げられ、1月に初期試験運用を終了し
ている。平成30年度夏期の小惑星到着を目指し、平成27年
度にはレーザ高度計のエンジニアリングモデルを利用し
て、小惑星反射率測定とダスト検出に必要とされる較正
データの取得を行った。これらの較正データは平成27年度
1月に3本の機器開発論文として国際誌に発表され、実観測
に先駆けて機器性能が公開された。また平成27年の10月か
ら12月にかけて、はやぶさ2の地球スイングバイの機会を
利用して光リンク実験を実施し、地球上の衛星観測局から
送出されたレーザを惑星間空間の探査機に受信させるこ
とに成功した。この実験時の地球－探査機間距離は660万
kmであり、月軌道の外側での光リンクとしては世界で3番
目の実績を挙げることができた。JUICE木星系探査レーザ
高度計の開発では探査機からのレーザ送出から、氷衛星表
面での反射、受光システムでの雑音付加を再現するシミュ
レーションコードを製作し、設計条件を絞り込んだ。同時
にこのシミュレーションにおいて最も不確定な氷衛星表面
状態を定量的に評価するためにガリレオ探査機の高解像度
ステレオ画像を使った地形復元の研究を行った。

2. 教育活動・インターンシップ受け入れ

　会津大学の大学院コース18コマをRISE メンバー7名が、
岩手大学1年生授業4コマを2名が、京都大学と九州大学で
の集中講義をそれぞれ1名が非常勤講師として担当した。
また、インターンシップとして岩手大学から3年生2名を1
週間、カザン大学から4年生1名を2ヵ月間受け入れた。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会
津大学と東京大学の学部3年生それぞれ1名を3週間受け入
れた。1月には台湾中央大学から学部3年生を3週間受け入
れて、研究指導を行った。

3. 広報普及

　奥州市イーハトーブサイエンススクールに協力して、3
名が合計11回の出前授業を実施した。またふれあい天文学
に参加して2名が4回の出前授業を実施した。

4. 国際協力

　1名がAsia Oceania Geosciences Societyのsection presidentと

して学会運営に参加した。また、ロシアのヴェルナツキー地球
化学・分析化学研究所の研究者を1ヵ月×2回招へいし、月マ
ントルの鉱物組成・温度構造のモデリングの共同研究を進
めた。RISEプロジェクトと海外研究者との研究交流を促
進するために、ロシア、米国、ドイツ、中国、韓国から各
1名の研究者を招へいし、意見交換を行った。

5. 非常勤研究員の異動

　平成27年度3月に専門研究職員1名の任期が終わり、新た
に特任研究員として公募を行った。またプロジェクト研究
員1名は工学院大学講師として採用されることになり、任
期1年を残して3月に退職した。
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　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の飛翔実験に加え、
平成27（2015）年度半ばからドイツの気球実験リフライト
計画への参加準備を開始している。

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年代半ば頃に
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
放射スペクトル変動の解明に挑むものである。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
立天文台では、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）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、水素ライマンアルファ（H Lyα）線輝線
の高精度偏光観測を通して太陽の彩層・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年度後半から
開発が本格化し、平成27年度に第一回目の飛翔実験を実施
した。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、遠紫外線望遠鏡とその偏光分光
装置を日本で開発している。この装置を米国の観測ロケッ
トに搭載し、米国ホワイトサンズロケット実験場で飛翔実
験を実施する計画となっている。

3. 平成27年度の活動

　平成27年2月に JAXAの戦略的中型衛星の提案を行った
SOLAR-C計画は、ミッション定義審査の結果、中型衛星
の1号機の候補として採択されなかった。このSOLAR-C
計画は海外寄与分が大きい計画となっているが、その国際
協力の成立を目指して同年1月に欧州宇宙機関ESAに対し
て行った提案が採択されず、想定した打ち上げ時期に国際
協力体制が得られないと判断されたことが一つの要因に挙
げられる。このため、次回の提案に向けて、科学課題の絞
り込みと計画規模の見直しを進めている。平成27年度は、
大型望遠鏡の口径縮小化や偏光分光装置熱構造体の検討を
進めたほか、偏光観測用の面分光装置や偏光光学素子の試
作・評価を行っている。
　CLASP計画は、米国ホワイトサンズロケット実験場に
て平成27年9月3日に飛翔実験を実施した。実験は成功し、
H Lyα線輝線で0.1 %という高い精度の偏光分光データを世
界で初めて取得した。この飛翔実験後は、取得したデータ
解析を進めると同時に、2回目の飛翔実験に向けた提案の
準備を開始している。
　JAXA中型衛星公募に対する SOLAR-C提案の不採択
通知の後に、ドイツの太陽研究グループよりオファーが
あり、2020年頃に想定するドイツの気球実験リフライト
計画への参加に向けた活動を開始している。ここでは
SOLAR-C用に検討を進めている高解像磁場観測装置と同
様の偏光分光装置の共同開発を行い、SOLAR-Cの観測に
必要な観測装置の開発実証と最先端の科学課題への挑戦を
気球実験で先行して取り組むことになる。

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。
　京都大学の一本潔教授が平成27年4月より本プロジェク
トの兼任教授となる。平成27年4月終了時点で坂東貴政研
究技師がすばる望遠鏡プロジェクトへ異動し、10月には鹿
野良平助教が准教授へ昇格した。また、桜井隆教授が平成
28年3月末に定年退職された。平成27年4月に着任した渡邉
恭子プロジェクト研究員は、10月に他大学の教員として就
職した。

14　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 Suprime-Cam用解析ソ
フトウェア開発プロジェクト、計算機共同利用業務で構成
されている。

2. 成果内容

（1）DB/DAプロジェクト
　DB/DAプロジェクトは、データベースとデータ解析に関
する研究開発、および、天文データの運用（収集・管理・公
開）を行うプロジェクトである。天文カタログ、文献デー
タベース（ADS）、全天画像データ（DSS、DSS2）などの
様々な天文データを公開し、国内外の天文学研究者や教育
関係者の利用に供している（http://dbc.nao.ac.jp/）。
　すばる望遠鏡、岡山天体物理観測所188 cm望遠鏡、東
大木曽観測所105 cmシュミット望遠鏡、東工大MITSuME
望遠鏡群（50 cm 2台）、広島大東広島天文台かなた望遠
鏡（150 cm）のアーカイブデータを公開しているSMOKA
（http://smoka.nao.ac.jp/）はその中核であり、各観測所との
連携の下、安定した運用を継続し、多くの研究成果を産
み出している。SMOKAで公開している観測データ（環境
データ、気象データなどを除く）は平成28（2016）年5月
の時点で、約1272万フレーム、約71 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、
平成27（2015）年度に16篇出版され、平成28（2016）年5月
現在で総計192篇に達している。平成27（2015）年度は前
年度に引き続き、SMOKAの高度検索機能（移動天体検索
など）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、平成27（2015）年9月には東広島天文台かなた望
遠鏡のHONIRデータの公開と、すばる望遠鏡HSCの一部
のデータの公開を開始し、平成28（2016）年1月から東工大
MITSuME望遠鏡群データの位置較正情報の提供を始めた。

（2）ネットワークプロジェクト
　天文データセンターは、本部（三鷹キャンパス）や各観
測所におけるネットワークシステムの運用と各地区ネット
ワーク間を接続している広域回線の運用を行っている。平
成27年度の運用ハイライトは、以下の通りである。

1）100 Gbps広域ネットワークの構築と運用：今年度は、水
沢～仙台、三鷹～大手町、大手町～東品川間にダークファ

イバを調達し、それぞれ、自営で回線伝送装置を構築し、
水沢～仙台間を160 Gbps中40 Gbps、三鷹大手町間、大手町
東品川間にそれぞれ、100 Gbpの回線を構築し運用に入っ
た。そして、水沢～仙台は、SIENTおよび、JGNへの接
続、三鷹～大手町は、本台基盤データセンタとの接続を高
速化、大手町～東品川は、米国向け100 Gbps回線への接続
と運用が開始された。

2）100 Gbpsネットワークの試験構築：本年度において、
米国向け100 Gbps回線、WIDE、SINET等へ100 Gbpsの広域
回線を整備した。これらの回線を生かすべく、基幹ネット
ワークの一部に機器を増設し、三鷹地区・大手町地区にお
いて、100 Gbpsへの対応を行った。

3）データセンターの移設より費用対効果の高い接続環境
を整備するために、大手町データセンタ内にある本台の回
線や通信機器を集約しているラックをWIDEプロジェクト
の運用するラック近傍へ移設を行った。

（3）データベース天文学推進室
　JVO portal の利便性を高めるためユーザインターフェイ
スが大幅に改良された JVO portal第二版の試験公開を開始
した。天球面マップ上からデータ検索が可能な JVOSkyの
機能更新を行い、GoogleSkyをベースにしたシステムから
Aladin-Liteを利用したシステムへ変更した。高赤緯領域の
データも他の領域と等価に表示することが可能となった。
Subaru望遠鏡Suprime-Camの解析パイプラインの更新を
行い、平成26（2014）年4月6日までに取得された全デー
タの再リダクションを行った。データは JVO portalより公
開した。ALMAデータ公開システムの機能更新を行い、
観測天体名や天体種別をフランスの天文データベースで
あるSimbadから取得し、それらを表示するように改修し
た。ALMAデータをクイックルックするためのWebアプ
リケーションALMA WebQLの更新を行った。高速なデー
タ I/OをもつPCI-Express接続のSSDを用いることにより、
10 GBのデータでも数秒でクイックルックができるように
なった。ユーザーインターフェイスについても大幅に改良
された。その結果、ALMA公開データへのアクセスが格段
に増加した。

（4）Hyper Suprime-Cam用解析ソフトウェア開発プロジェ
クト
　平成21（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を用いたすばる望遠鏡超広
視野カメラHyper Suprime-Cam（HSC）のデータを効率よ
く、かつ精度よく解析するために、処理の並列化や分散化、

15　天文データセンター



092 II   各研究分野の研究成果・活動報告

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、平成26（2014）年3月より開始されたHSCに
よる戦略枠サーベイ観測が順調に進み、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
データリリースを平成27（2015）年9月と平成28（2016）
年1月の2回行った。平成28（2016）年1月にリリースされ
たデータ量としては、画像全体で約200 TB、画像数で約150
万枚、カタログされた天体数は約2億8000万天体で、デー
タベースだけでも約10 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安定稼働中であり、ソ
フトウェアについては安定運用が継続している。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るが、大きな課題は大きく減少して
いる。平成23（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のための
システムとソフトウェアについては、戦略枠や一般共同利
用の観測に継続して利用されている。小さな不具合はある
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・運用と合わせて、ハワイ観測所の運
用の円滑化に大きな寄与をし続けている。

（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コアに
およぶ。また、平成27年度の総ユーザ数は372名（うち、海
外機関の所属ユーザ53名）であった。
　共同利用の一環として、天文ソフトウェア・システムに

ついての各種講習会の主催・共催、またデータ解析実習の
ための計算機環境の提供なども行った。平成27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（解析環境の提供）平成27年08月
03日－09月04日　参加者7名

2. IDL講習会：FITSデータ解析編（主催）平成27年09月15
日－09月16日　参加者9名

3. すばる秋の学校2015（共催）平成27年09月28日－10月01
日　参加者13名

4. すばる観測体験企画（解析環境の提供）平成27年11月11
日－平成28年03月31日　参加者8名

5. C言語講習会（主催）平成27年11月17日－11月19日　参
加者10名

6. N体シミュレーション学校（共催）平成28年01月20日－
01月22日　参加者16 名

7. 総研大アジア太陽物理冬の学校（共催）平成28年01月26
日－01月28日　参加者30名

8. IRAF/PyRAF講習会（主催）平成28年02月16日－02月17
日　参加者10名

9. ALMAデータサイエンス実習（解析環境の提供）平成28
年03月07日－03月11日　参加者3 名

　平成27年度の講習会参加者の合計は106名であった。

3. その他

　広報活動として、平成27年度は「ADCからのお知らせ」
をNo. 437からNo. 482までの45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。



II   各研究分野の研究成果・活動報告 093

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
（バンド4、8、10）については、平成25年度に出荷を完了
しており、平成26年10月より、ALMA受信機の保守を中心
にALMA将来受信機の開発および45 m鏡やASTE望遠鏡
搭載受信機の開発・アップグレードを推進する体制に移行
した。この体制のもと、平成27年度はALMA受信機の不具
合対応および45 m鏡搭載FOREST受信機のアップグレー
ドを行った。また、年度後半からは、野辺山観測所所属の
ASTE搭載電波カメラ開発グループをATCに異動し、平成
28年度に予定されているASTE電波カメラのコミッショニ
ング観測を実現させるべく、サポート体制を整備した。
　重点領域開発として、TMT観測装置 IRIS・WFOS/
MOBIEの開発および重力波望遠鏡KAGRA制振・防振装置
やミラーホルダ等の開発を進めた。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は全反射光学系への大幅な見直しより光学
性能の再評価、光学機械系の再設計を行い、並行してプロ
トタイプを用いた実験が進められた。WFOSは担当するカ
メラシステムの概念検討を進めた。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、
先端技術開発テーマに移行させ、平成26年3月よりすばる
望遠鏡への搭載による本格観測運用が開始されており、平
成27年度は、主に、装置トラブルの対応といくつかの改良
を行った。
　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に
ついては、平成26年度に装置の開発を完了し、平成27年度
初頭に米国ホワイトサンズ試射場に送られた。そして、平
成27年9月に打ち上げに成功し、太陽彩層の地場観測に成
功した。
　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27年度は、TMT、
KAGRAに対する推進体制および電波カメラ、赤外線検出
器の開発などの将来に資する先端技術開発研究の在り方に
ついての議論を行った。

2. ワークショップおよび開発支援設備

（1）メカニカルエンジニアリングショップ（MEショップ）
　メカニカルエンジニアリングショップ（MEショップ）
は、実験装置や観測装置などの「ものつくり」に、設計か
ら製作、形状測定までを一貫して行うことを目指している。
3チーム（設計チーム、加工チーム、超精密加工・測定チー
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
装置の機械設計とTMT/IRIS撮像部の機械設計を担当して
きた。
KAGRA補助光学系装置の機械設計では、
・BRT用防振装置の設計
・BRT用5軸レンズマウントの設計
・パワーリサイクル機構およびビームスプリッターなどに
用いられるメインミラー設置作業に用いる吊上げ装置の
設計
・防振装置（ボトムフィルター）の組立
また、TMT/IRIS撮像部の設計では、
・光学素子の熱変形解析，精密支持機構の設計
・IRIS全体構造の地震応答解析
・各種駆動機構（ベアリ ング，ボールねじ）の低温耐久試
験
・フィルタ交換機構 駆動部の耐久試験
などを行った。

　加工チームはKAGRA関連として、昨年度より継続製作
であった防振系装置、ボトムフィルターの実装部品を全11
台分、完了した。さらに懸架系装置部品として、ペイロー
ド・リコイルマスのシリンダー（材料：64チタン）につい
ても実装品の製作を完了した。現在は補助光学系装置の
BRT用5軸レンズマウントの製作が進行中である。

16　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27年度）．
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　また、TMT/IRIS関連では、設計チームが行っている要
素試験の進行に伴い、冷却駆動系の耐久試験部品の製作を
行った。
　その他、小型 JASMINE熱歪みモデルの試験部品（材料：
スーパーインバー）の製作を行った。また、すばる望遠鏡
に搭載される面分光装置の部品である瞳ミラーアレイホル
ダーとスリットミラーアレイホルダーについては、これま
での試作をふまえた最終モデルの製作を行っている。さら
に、電波カメラで使用される37素子コルゲートホーンアレ
イについては、超精密加工と連携して製作を進めている。

　超精密加工・測定チームは、製作依頼への対応と外部機
関との共同開発研究について取り組んだ。
　製作対応として、これまでに先端技術センターで開発を
進めてきたマルチバンド対応可能なコルゲートホーンア
レイについて、ミーリングによる加工技術を確立し、4素
子のコルゲートホーンアレイの製作に成功した。現在はそ
の発展型である37素子型の製作に取り組んでいる。さらに、
Band10周波数帯におけるコルゲートホーンの製作にも取
り組んでおり、加工に必要なデータ取得に成功した。引き
続き製作へ向けた準備を行っている
　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
ミー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、試験加工や評価など技術協力を行った。ま
た分子科学研究所・名古屋大学間では、これまでの共同開
発研究の結果をふまえ、引き続き技術交流を行っている。

　MEショップでは、平成27年度に90件の製作・修理依頼
を受け、前年度からの繰り越し4件を含む94件中89件を完
了し、5件は翌年度に繰り越した。外部機関の利用は9件で
ある。平成27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：47件
・設備の修理更新
三鷹光器NH-3SP制御用PCの更新
KeyenceマイクロスコープVR-3000の導入

B.測定器共同利用
　平成27年4月～平成28年3月（共同研究での使用を含む）
　測定器利用件数　286件
　　内訳：台内：211件（そのうちATC内部：107件）
　　　　　台外：  75 件
　大型三次元測定器LEGEX910の利用　6件
　　稼動日数：10日

（3）特殊蒸着装置
　昨年度製作した、SuMIRe（Subaru Measurement of Images 
and Redshifts）プロジェクト向け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コーティングの測定と評
価を行った。その結果、性能は十分要求を満たしている事
がわかった一方、現行の方法ではほぼその限界に達してい
ることがわかった。これ以上の性能向上のため膜の不均質
性を考慮した設計・製造の手法を開発することとし、その
為の考察と基礎実験を行った。

（4）光赤外検出器グループ
　共同利用の一環として天文観測用2次元検出器データ取
得システムMESSIA6の共同購入を実施した。MESSIA6は、
Hyper Suprime-Camのために先端技術センター、東京大学、
高エネルギー加速器研究機構と共同開発したエレクトロニ
クスを一部利用して、天文用観測装置に汎用的に利用可能
な仕様としたものである。今年度の募集では合計14台を天
文台内外の6組織から申し込みがあり、一部は受託事業契
約として実施した。今後は使用方法の資料整備や質問に答
えるだけではなく、装置組み込みまで含めたユーザーサ
ポートを行っていく予定である。

（5）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、宇宙空間から天体観
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27 （2015）年度では、水素のLyα線
で太陽の彩層・遷移層高度の磁場観測を目指すCLASPと
いうロケット実験計画の飛翔実験とSOLAR-C衛星計画の
実現に向けた基礎開発が行われた。WISH衛星計画のATC
内での活動は本年度で終息する。

表1. MEショップへの依頼件数．

　 前年度繰越 平成27年度 翌年度繰越
先端技術センター 1 22 1
TMT/IRIS 　 4 　
KAGRA 2 9 2
ALMA 　 5 　
ASTE 　 2 　
CLASP,CLASP2,SOLAR-C 　 6 　
HSC 　 1 　
JASMINE 　 3 　
系外惑星 　 17 　
天文情報センター 　 1 　
太陽観測所 　 9 　
野辺山宇宙電波観測所 　 1 　
すばる 　 1 1
外部機関 　 　 　
東大天文センター 　 5 　
JAXA/ISAS 1 2 　
茨城大 　 1 1
その他 　 1 　

合計 4 90 5
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　CLASP観測装置は、年度初めに完成した直後に米国へ輸
送され、現地での最終試験を経て、平成27（2015）年9月3日
に米国ロケット実験場にて飛翔実験が実施された。実験は
成功して、世界初のLyα線による高精度の偏光分光データ
が取得できている。この実験終了後の年度後半からは、次
の飛翔に向けた設計や基礎実験を開始している。
　次期太陽観測衛星計画SOLAR-C関連では、高速の偏光
分光観測に向けて近赤外線センサーの性能評価を実施した
ほか , 宇宙仕様の偏光観測用の大型波長板と狭帯域フィル
ターの試作・試験を実施した。

（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設備（コール
ドエバポレータ）の法令に基づく日常点検と運用、実験室
設備、工事、危険物、実験室運用計画など管理業務全般を
行っている。
　設備関係で洗浄作業に使用している4台のドラフトチャ
ンバー改修工事を行った。フッ化水素系溶剤を洗浄に使用
するドラフトチャンバーは、排出ガスに含まれる有害物質
を除去するスクラバー（除染装置）を取付け、排出ガスを
規制値以下にする。排出風速が規定値より低いため送風機
のモーターを交換し規定値を超える風速にした。他の3台
のドラフトチャンバーも送風機のモーターを交換し規定値
を超える風速にした。空調設備の故障が多く発生した。受
信機開発実験室は3部屋同時に壊れ復旧までに2ヵ月を要し
た。循環冷却水設備、水管路は老朽化により冷却水汚染
度が高まるため点検を増やし水質劣化を防いだ。平成27
（2015）年3月に完成した先端技術実験（TMT）棟建設計画
に協力した。
　実験室設備を利用したプロジェクトは11で、先端技術セ
ンター、重力波・KAGRA、TMT、電波研究部・チリ観測所、
HSC、JASMINE、光赤外研究部、太陽系外惑星探査、ハワ
イ観測所、ひので科学、SOLAR-C・CLASPである。装置開
発で高いクリーン度を必要とするプロジェクトはクリーン
ルームを利用し開発棟（南）のクリーンルームはKAGRA
の装置開発が行われ、開発棟（北）大型クリーンルームは
CLASPの開発が通年行われた。CLASPは平成27（2015）年
3月完成後、米国で9月に打ち上げられ太陽観測は成功した。

3. プロジェクト支援

　平成27年度は、年2回の共同利用公募を行い、共同開発研
究（8件）および施設利用（30件）として受入れ、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、「施設の共同利用等」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受信機保守
　ALMA望遠鏡において、日本が開発を担当したBand4、8、
10受信機カートリッジの製造とチリへの出荷は、平成25年
度中に完了した。チリ現地ではこれらの受信機カートリッ
ジを用いたALMA望遠鏡の運用が行われ、すでに数々の
科学的成果が出されつつある。先端技術センターにおいて
は、平成26年度以降は主にチリ現地で発生した受信機カー
トリッジの不具合への対応を行い、平成27年度中には、日
本へ返送されたBand8の1台、Band10の6台の修理を行った。

　表2は、チリ出荷前の受信機カートリッジ製造期に発生
したものも含めたこれまでの不具合台数を、初期不良と経
年変化とに分類して示したものである。Band4の初期不良
には製造初期における設計不備が含まれており、設計の改
修以降は不具合台数も少なくなっている。Band8も同様に
製造初期における初期不良が大半を占めており、改修以降
は不具合台数も少なくなっている。一方、Band10の初期不
良としては、一部の増幅器の電源投入方法に関わる問題で
あり、部品交換で対応することとした。また、Band10の経
年変化は電気素子の劣化によるものであるが、これまでの
調査から劣化の起きやすいロットを特定しており、これを
劣化の起きにくいロットの素子に交換していくことによっ
て不具合は今後減少していくと予想される。
　Band 4、8については、不具合台数が減少しつつある様子
も見られるが、ALMA望遠鏡の運用に供されてからの日が
まだ浅いことから、経年変化による不具合の発生頻度を判
断するには不十分である。引き続き、長期的視野に立った
保守体制を先端技術センター内に構築・維持することが重
要である。

（2）先端受信機開発
　ALMA望遠鏡の将来計画に資する技術開発として、広帯
域、テラヘルツ、そしてマルチビームの3つを柱とするヘテ
ロダイン受信機の基礎開発を進めている。平成27（2015）
年11月には新たにShan Wenlei准教授が先端技術センター
に着任し、開発体制の構築も進んでいる。

1）広帯域受信機
　Band 7–8（300–500 GHz帯）受信機の開発を本格化させ、
要素部品レベルでの開発の見通しを得た。ミキサ開発の最
重要課題として取り組んできた、10–50 kA/cm2の高臨界電

表2. これまでに発生した日本製造受信機カートリッジの不具合台数．

受信機 不具合台数 不具合原因の内訳
初期不良 経年変化

Band 4 6 3 3
Band 8 17 14 3
Band 10 15 6 9
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流密度かつ低リーク電流で高い接合品質を有するSIS接合
の作製に成功し、ALMA望遠鏡で使用されているBand 8量
産型ミキサの性能を凌駕する広帯域ミキサを実証した。ま
た、受信機感度のさらなる向上や、周波数が大きく離れた
複数のラインの同時受信を目指した、マルチバンド型受信
機の研究開発をスタートさせた。

2）テラヘルツ受信機
　1.2–1.6 THz帯における超伝導ミキサの開発、ビームパ
ターン測定系の構築、コルゲートホーンの開発を進めた。
東京大学と協力して導波管型HEBミキサを用い、1.4 THz
帯でのヘテロダイン応答を確認した。また、構築したビー
ムパターン測定系において、試作したコルゲートホーンの
性能を評価し、当周波数帯でもALMAと同等の性能仕様に
十分耐えうるコルゲートホーンの製作に成功した。

3）マルチビーム受信機
　概念設計についての議論を進め、要素回路の設計に着手
した。また、韓国KASIがASTE望遠鏡への搭載を目指し
ている、広帯域マルチビーム受信機の共同研究開発を開始
した。

（3）SIS 素子開発
　1.3 THz帯の低雑音受信機や1オクターブを超えるミリ
波・サブミリ波帯の信号帯域を有する受信機に必須と考
えられている、非常に高い電流密度（15–30 kA/cm2）で高
品質のNb/Al型SIS接合の試作研究を行った。I-V特性の詳
細解析やSTEM（走査型透過電子顕微鏡）によるAlおよ
びNb元素の分布プロファイルの詳細な解析により、従来
のNb/Al/AlOx/Nb型SIS接合では、上部NbがAlOx膜を破
損し、リーク電流の増加が引き起こされていることが判明
した。そこで、AlOx膜と上部Nb膜の間に極薄（~5 nm）
のAl膜を挟んでNbとAlOx膜の接触を防ぎ、AlOx膜の破
損を抑えるよう工夫した、Nb/Al/AlOx/Al/Nb型SISの試作
実験を行い、超高電流密度でもリーク電流の低い＝高品質
のSIS接合の開発を目指した。その結果、 約45 kA/cm2とい
う非常に高い電流密度においてもリーク電流が著しく低い
（RSG/RN > 20）高品質のSIS接合が実現できた。これまで、
このような超高電流密度をもつ高品質のSIS接合の作製は
非常に困難で実現が難しいと考えられてきた。しかし、今
回、世界に先駆けて、超高電流密度をもつ高品質のSIS接
合の作製に成功した。この成果により、特に、ALMAバン
ド7と8の周波数帯域（275–500 GHz）をカバーする低雑音
の超広帯域受信機の実現に明るい見通しが得られている。

（4）TMT
　平成23（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。平成27（2015）年度中は、平成27

（2015）年1月から12月までのLight Preliminary Design Phase 
Extensionおよび、平成28（2016）年1月から12月までのLight 
Preliminary Design Phase 2016Eにあたり、NAOJが担当する
IRIS 撮像系の光学系の設計、光学機械系の設計を中心に設
計を進めた。特に光学系の設計では全反射系の光学系を改
良し、34秒角四方の視野をカバーしつつ、光学系の対称性
を高めることで波面誤差の仕様値を満たす設計解を得るに
至った。それを受けて、それらの光学系をサイエンスクラ
イオスタットに格納するパッケージングを考案し、それら
の光学系システムを支持する機械系の設計を開始した。平
成27（2015）年8月13日にはMechanicalおよび Integration
に関するmini reviewをパサデナで開催し、機械設計の進
捗を報告した。また、平成27（2015）年11月5日、6日に
IRISチームの face-to-face meetingを開催し、その場で光学
系の最終的な設計解のmini reviewを実施し、IRISチームの
承認を得た。並行して、IRISとTMTの補償光学システム
NFIRAOSとを組み合わせた振動解析を担当した。将来の
Final Design PhaseおよびFabrication Phaseに備えたプロト
タプ実験、特にベアリングの耐久試験、光学基板の冷却試
験、高反射率コーティングの試作などを実施した。
　もう一つの第1期観測装置である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、概念検討を進めている。平成27年度には蛍
石レンズに予想される内部不均一性が結像性能へ及ぼす影
響や、WFOSレイアウト変更に伴うカメラシステムの光学
設計の修正などを行った。

（5）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補助光学系ついては、光学装置 transmission 
monitor system （TMS）の設計や一部の試作を昨年に引き
続いて行った。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、3 km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。この装置の構成要素のうち、
beam reducing telescope（BRT）などは、実際にはKAGRAの
3 km光共振器を稼働させてから超高真空中での最終の光
軸アラインメントをとる予定である。このため、この環境
に応じた5軸レンズマウントなどの設計が行われた。また、
BRTは、KAGRA干渉計の他のミラーと同様に防振される
必要があり、この防振装置の設計も進められた。
　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。この防振系は各々が多段の
防振フィルタにより構成されるが、ME shopではこのうち
ボトムフィルターについて、必要な部品の加工を全て終了
した。これについては、その後のアセンブリおよび出荷前
テストも行っている。また、ミラーの反跳を低減する事で
防振に寄与するリコイルマス部（64チタン製）についても
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実機製作を昨年に引き続いて行い、全て終了した。合わせ
て、ミラーを防振系に懸架する際に必須の治具（hanging 
frame）の設計協力や、winch部の設計、製作、テストを行っ
た。いまや、initial phase KAGRA（iKAGRA）で唯一、次の
ステップまで使われる主力のミラー（PR3）の防振系（ト
ラバーサー、ボトムフィルター、リコイルマス）とそして
各種治具は、ほぼすべてME shopが最終設計や製造、テス
トに関わっている。こうして、iKAGRAは平成28（2016）
年3月末に無事、試験運転を開始することができた。

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
鏡の複数のカートリッジを同時に運用するための冷却器の
設計・試験を行った。また、大阪府立大学GLT受信機開発
協力、名古屋大学NANTEN2望遠鏡の技術協力も行った。
　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）MKIDカメラ
　MKIDカメラグループでは、筑波大学、埼玉大学、KEK、
宇宙科学研究所、カブリ IPMU, 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
広視野観測をおこな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、以下の研究成
果が得られた。

1）超伝導Bi-layer MKID検出器の特性評価（A. Dominjon et 
al. 2016 IEEE AS）

2）広帯域（オクターブ）コルゲートホーンアレイの開発 
（S. Sekiguchi et al. 2015 LTD）

3）LiteBIRDに向けたCMB B-mode偏光観測用MKIDカメ
ラの設計（Y. Sekimoto et al. 2015）

4）MKIDの放射線耐性試験（K. Karatsu et al. 2016 JLTP）

（3）Hyper Suprime-Cam（HSC）
　Hyper Suprime-Cam（HSC）は平成26年3月より、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27年度は、111晩が割り当てられた（内53晩が戦略枠
観測）。観測装置トラブルにより観測が全くできなくなる
ことは幸いなかったものの、シャッターやフィルター交換
機構などの機械系、CCDの一部不具合などのトラブルが発
生した。これらのトラブルには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て対応することができた。
フィルター交換機構については、現地において一部改修を
行い、シャッターについては、三鷹において予備機を製
作・調整が完了した。この予備機は平成28年度早々に、ハ
ワイに輸送する予定である。CCDの不具合については、動
作条件の変更で対応すべく、三鷹実験室で試験素子を用い
て検証を行っている。一方、HSCの求める測光精度を考慮
すると、望遠鏡に搭載されてるフラットランプの非一様性
が、問題になることが分かった。このため、単光源フラッ
トランプを新規に製作し、カメラ天井部に設置した。これ
については、一部調整が残っている。平成28年度の残作業
としては、モノクロメーターを用いたカメラ検出効率モニ
ター装置の望遠鏡への設置がある。

（4）近赤外線イメージセンサー開発
　エレクトロニクスおよび検出器開発においては、近赤外
線検出器としては比較的安価であると期待されるインジウ
ムガリウムヒ素（InGaAs）検出器について、市販品を元に
して天文観測用に設計した低ノイズCMOS回路を組み合
わせた、国産の天文観測用近赤外線イメージセンサーを試
作した。また大面積化の検討を行い、InGaAs検出器を多数
用いる近赤外線超広視野カメラのデータ取得を想定した読
み出しエレクトロニクスの試作を行った。InGaAs検出器
開発は、高エネルギー加速器研究機構、広島大学、鹿児島
大学と共同で進めている。
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17　天文情報センター

1. 概要

　当センターは、国立天文台のみならず天文学全般の科学
的成果の一般社会への広報・普及・啓発、新発見天体の通
報対応、および日の出・日の入りなど市民生活に直結した
暦などの天文情報の提供を目的とした組織である。平成26
年度からは、国際天文学連合・国際普及室（OAO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27年度における当センターは、福島登志夫センター
長以下、教授2名、准教授1名、助教2名（うち併任2）、研究
技師2名、主任技師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20名、研
究支援員1名、事務支援員2名の体制であった。
　平成27年4月1日付で等々力達也図書係長、茨木孝雄広報
普及員と羽村太雅広報普及員が普及室に着任、平成27年4
月6日付で国際普及室にPires Canas Lina Isabel特任専門員、
平成27年6月1日付で土屋智恵研究支援員、平成27年9月1日
付で石川直美広報普及員が特任専門員に昇任、平成27年10
月1日付で普及室に高畠規子広報普及員、平成27年12月8日
付で国際普及室にDiaz Rosas Elian Abril広報普及員が着任
した。
　平成28年3月31日付で佐々木五郎研究技師、Diaz Rosas 
Elian Abril広報普及員が退職した。また、土屋智恵研究支
援員がひので科学プロジェクトに異動した。

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

で観察キャンペーンを行った。

 （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、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1の通りとなっている。
　いくつかのニュースをヘッドライン形式でまとめ、リン
ク先を紹介する「国立天文台 メールニュース」は、143号
～158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」は月2回更新で計24号発行したが、今年度
末で終了した。
　平成22（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）の一つTwitterを
活用した情報提供では、天文情報センターのアカウントよ
り、国立天文台の各プロジェクトの進捗状況、施設公開や
三鷹地区の定例観望会の開催案内、人事公募等の情報発信
を行っている。平成28（2016）年3月末現在でのフォロワー
数は60,000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25件であった（昨年度は16件、一
昨年度は26件）。海外向けのプレスリリースとしてこれま
で利用していたアメリカ天文学会およびAlphaGalileoに加
えて、アメリカ科学振興協会が運営するEurekAlert!の活用
を平成27（2015）年度から開始した。
　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22回目を「理科年表は今われわれに何を語
りかけるか」と題し平成27（2015）年11月24日に開催され
た。創刊から90年を超えた理科年表の歴史や記事について
のレクチャー、パネルディスカッションに39名が参加した。

（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。
　研究成果の解説動画や、天文現象の解説動画、広報普及
事業の紹介動画等の制作を進め、英語版も合わせて新たに

月 件　数 月 件　数 月 件　数
2015／4 1,187,930 2015／8 1,026,205 2015／12 850,441
2015／5 542,548 2015／9 544,748 2016／1 535,655
2015／6 513,154 2015／10 623,754 2016／2 523,145
2015／7 595,883 2015／11 466,582 2016／3 533,022

合　　　計　　　　7,943,067

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）（2015年4月－2016年3月）
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表2. ウェブリリースまとめ

2015年 7月 2日 すばる望遠鏡 Hyper Suprime-Cam が描き出した最初のダークマター地図
2015年 11月 6日 大型低温重力波望遠鏡・KAGRA　第一期実験施設完成

表3. 記者会見まとめ

2015年4月7日 アルマ望遠鏡、遠方銀河と小惑星を超高解像度で撮影
2015年5月12日 r過程元素の起源解明に大きく前進
2015年5月30日 国立天文台ハワイ観測所スタッフ、太陽系外の「カイパーベルト」を発見
2015年6月3日 大量のガスを一気に呑み込む小さな怪物天体
2015年6月18日 アルマ望遠鏡によるブラックホールの精密体重測定
2015年6月23日 854個もの「超暗黒銀河」をすばる望遠鏡アーカイブから発見
2015年7月27日 超巨大ブラックホール近傍から噴出する電波ジェット根元のふらつき現象を発見
2015年8月5日 超広視野主焦点カメラHSCで挑むM81銀河考古学

2015年8月24日 日米太陽観測衛星「ひので」「IRIS」の共演
～太陽コロナ加熱メカニズムの観測的証拠を初めて捉えた～

2015年8月27日 すばる望遠鏡HSCで見えてきた、急成長を遂げつつある銀河と超巨大ブラックホール

2015年9月10日 生命がいなくても酸素を豊富に保持する地球型惑星の存在可能性を示唆　アストロバイオロジー（宇宙
における生命）研究に期待

2015年9月25日 銀河の「化石」が明らかにした大質量銀河の形成と進化
2015年9月30日 黒点形成時に発生する爆発・ジェット現象の仕組みを解明
2015年10月15日 アルマ望遠鏡が明らかにした遠方銀河の活発な星形成
2015年12月4日 天の川銀河中心に潜む超巨大ブラックホール周囲の磁場構造を解明
2015年12月5日 115億光年彼方の原始グレートウォールの内部に巨大銀河誕生の現場を発見
2015年12月7日 電波の影絵で希薄な星間分子ガスを“見る”
2015年12月15日 国際天文学連合による太陽系外惑星命名キャンペーンの結果について
2016年1月15日 天の川銀河の中で二番目に大きなブラックホールの兆候を発見
2016年2月4日 銀河から吹き出す激しい風―銀河風の構造に刻まれた銀河合体とスターバーストの歴史―
2016年2月25日 すばる望遠鏡が解明、本当に50億光年の彼方からやってきていた謎の天体・高速電波バースト
2016年2月25日 すばる望遠鏡、食べ散らかす赤ちゃん星の姿を捉える
2016年3月3日 アルマ望遠鏡、原始星円盤へのガス流入の詳細を明らかに
2016年3月8日 126億光年彼方の宇宙で成長中の小さな銀河を多数発見～そしてすばるやハッブルで見えない世界へ～
2016年3月10日 アルマ望遠鏡、宇宙に満ちる謎の赤外線放射の起源を解明

14本制作（公開準備中のものを含む）した。国立天文台の研
究のみならず、広く一般に活動を紹介した。平成28（2016）
年3月末時点で合計約1.5万回の視聴数を獲得している。

　また、プロジェクトの企画による一般向け講演会の開催
支援を行い、平成27（2015）年9月18日に国立天文台講演会
「時空を超えた挑戦：一般相対性理論100周年と重力波天文

TMT完成イメージビデオ
すばる望遠鏡 Hyper Suprime-Cam が描き出した最初のダークマター地図
超広視野主焦点カメラ HSC で挑む M81 銀河考古学
ふたご座流星群 日本語・英語版
アルマ望遠鏡 12メートルアンテナのペーパークラフト 日本語・英語版
流星群解説（ショートバージョン／ロングバージョン）※ それぞれ日・英語版
三鷹・星と宇宙の日レポート※
ふれあい天文学PR
天文・科学情報スペース紹介

表4. 動画制作まとめ（※は公開準備中）
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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 210 118 50 21 201 81 102 827 1610
7～9月 179 189 78 18 232 109 177 896 1878

10～12月 201 133 84 5 361 99 125 665 1673
1～3月 250 130 79 11 170 150 150 505 1445

表5. 国立天文台天文情報センター普及室・電話応答数（平成27年4月－平成28年3月）

学」を、平成27（2015）年11月4日には、第21回アルマ望遠
鏡公開講演会／大阪市立科学館スペシャルナイト『アルマ
望遠鏡で挑む星と銀河の誕生の謎』が開催された。
　また平成27（2015）年11月6日に開催された大型低温重力
波望遠鏡KAGRA第一期実験施設完成に伴う記者向け見学
会および記者会見、11月20日に開催された自然科学研究機
構アストロバイオロジーセンター開所式について、メディ
ア対応の支援を行った。
　国立天文台のプロジェクトのウェブリニューアルへの協
力としては、重力波プロジェクト推進室や、「ひので」科学
プロジェクトへの支援を行った。
　昨年度一般向けに天文観測について解説する特設サイト
「多波長で観る宇宙」を公開したが、今年度その英語版を制
作し公開した。

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6,606件（表1）、手紙は156件、うち公文書は66件であっ
た。また、インターネットを通じた質問は平成26年4月よ
り取り止めている。

（2）教育・アウトリーチ活動
　平成16年度からはじめた双方向型の情報発信事業である
天文現象キャンペーンは、3件（平成27年4月「皆既月食を
観察しよう 2015」報告件数：434件、同8月「夏の夜、流れ
星を数えよう 2015」報告件数：2,875件、同12月「ふたご座
流星群を眺めよう 2015」報告件数：1,550件）を実施した。
「ふれあい天文学」も6年目を迎え、応募71校のうち60校で
実施し参加児童・生徒数は5,743名であった。講師陣は42名
であった。
　夏休み期間中の7月23日（木）、24日（金）に、小学生、
中学生を対象とした「夏休みジュニア天文教室2015（申込
制・定員各日50名）」を開催した。プラネタリウム投影機や
望遠鏡の組み立て工作や使い方のレクチャーの他、講演会
や天体観望会を実施した。参加者はのべ103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、事務局として天文情報センターは参加した。メ
インテーマは「アストロバイオロジーへの挑戦」とし、10
月23日（金）、24日（土）の2日間、自然科学研究機構アス

トロバイオロジーセンター、東京大学大学院理学系研究科
天文学教育研究センターおよび、総合研究大学院大学数物
科学研究科天文科学専攻と共催で実施した。23日は曇天で
あったが24日は晴天に恵まれ、2日間を通じて過去最高の
入場者となる5,036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6回国際科学映像祭を8月1日（土）～9月30日（水）に、
69の連携機関・団体と協力し、国際連合の定める「国際光
年（IYL2015）」をテーマに開催した。この間、国内の科学
館、プラネタリウム館、シアターなど49施設で科学映像の
上映・スタンプラリーなどが行われ、来場者数は約100万人
に上った。また、コアイベントとしてキックオフイベント
（なかのZEROプラネタリウム）、ドームフェスタ（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3月20日（日）、4D2Uシアター見学、第一赤道儀
室での太陽黒点観察と常時公開コース見学を行い、午前と
午後の部各40名、合計80名の参加があり好評であった。ま
た、7月18日（土）と7月19日（日）および8月22日（土）に
も各回70名、計210名のバスツアーに伴う団体見学（自由見
学）を行い、好評であった。
　平成27年11月15日（日）～17日には、今回で11回目にな
る「最新の天文学の普及をめざすワークショップ」が『ア
ストロバイオロジー』をテーマに国立天文台三鷹キャンパ
スおよび海洋研究開発機構横須賀本部にて開催され、研究
者・教育普及関係者合計67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、国際連携室およびOAO室との
共同で、今年度はインドネシアにて実施した。君もガリレ
オ！ワークショップを3月11日、公開講演会を12日にサマ
リンダ市Mulawarman大学にて実施しワークショップには
25名、講演会には140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）をウェブから国内外に配
布している。平成28年3月からは使用登録なしで自由にダ
ウンロードできるよう頒布方法を変更した。
　国際光年2015「宇宙からの光」事業に参加し、特設ウェ
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ブ「宇宙と光のこと」の公開と更新、宇宙からの光天体写
真パネルの制作と展示・貸出。ピンバッチの制作・配布、
コニカミノルタ・プラザに協力し「ハッブル宇宙望遠鏡天
体写真展」等を行った。

（3）地域活動
「三鷹市星と森と絵本の家」の平成27年度の年間入館者数は、

42,401名である。普及室では、企画展示「どう うごく？ お
ちる ころがる」（平成27年7月～平成28年6月）の監修、お
よび、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」
において、今年度は優秀作品3本の選出に協力、最優秀作品
の「のぼれぼしさま（國井倫明作）」は平成28年度に「星と
森の絵本」シリーズとして出版予定である。
　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7回「みたか太陽系ウォーク」を実施した。9月26日
（土）～10月25日（日）に開催され、市内170店舗、国立天
文台や市役所などを含む67施設も含め合計237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
18,000枚、景品交換者数は3,296名、総スタンプ数は413,425
個。平均スタンプ数は125.4個で、すべてを回った参加者が
339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「星空案内のための天文講座－星のソ
ムリエみたか・星空準案内人になろう！－」にも会場提供、
講師派遣や望遠鏡の操作講習等で協力した。
「天文台のあるまち三鷹」にふさわしい地域活性化拠点の
創出を目指して、平成27年度9月26日、JR三鷹駅南口の三
鷹中央通り沿いに「天文・科学情報スペース」がオープン
した。国立天文台、三鷹市、三鷹ネットワーク大学、まち
づくり三鷹の4者が共同設置者で、運営はこの4者に三鷹駅
前の活性化を担う団体および天文・科学に関する団体を
加えた11団体で構成する連携協議会による。国立天文台は、
企画展示への写真パネル提供やコラボ講演会の開催、情報
掲示用大型ディスプレイによる「広報」および「毎月のほ
しぞら情報」映像の提供、毎月第4日曜日に行われるＭマル
シェ企画などを行っている。また、「宙読み書房コーナー」
では2ヵ月に1度テーマを変えて手に取って読める形での図
書展示も行っている。9月26日から3月31日まで半年間の総
来場者数は9,981名で、街なかで気軽に科学に触れることが
できる場所として認知されつつある。

5. 暦計算室の活動

　暦計算室は国際的に採用されている基準暦にもとづき、
太陽・月・惑星の視位置をはじめ、諸暦象事項を推算し、国
立天文台の設置目的の1つである「暦書」の編製として「暦
象年表」を発行している。

（1）平成28年版暦象年表、平成28年版理科年表暦部、平成
29年暦要項（平成28年2月1日官報掲載）を刊行した。暦象
年表ウェブ版も暦要項の刊行にあわせて更新している。ま
た広報室の協力を得て、理科年表90周年を記念した「第22
回　科学記者のための天文学（科学）レクチャー～理科年
表は今われわれに何を語りかけるか ～」を開催した。

（2）ホームページ（http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/）につい
ては、引き続き暦Wikiのコンテンツを拡充した。そのほか、
例年同様キャンペーンとも連携しつつ、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。平成27年度のアクセス数は約2,500万
件であった。

（3）日本カレンダー暦文化振興協会では第5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52回 明治以降昭和初期公文書 、第53回 渋川春海の業績
-IIの常設展示を行った。これまで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/）。

図1. 暦計算室WEBアクセス件数（年度別PV）．
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（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1名、非常勤職員3名）が当番制で担当した。本年度、新
天体担当に寄せられた新天体の発見・確認依頼、その他の通
報は総数16件であった。その内訳は、新星・超新星：9件、彗
星：3件、発光物体3件、小惑星1件であった。変光星や小惑
星を新天体として通報する例が多い中、10月に2件あった新
星の通報では、国立天文台を経由して国際天文学連合天文電
報中央局へ通報、それぞれNova Ophiuchi 2015 No. 2（V2949 
Oph）の独立発見、Nova Sagittarii 2015 No. 4（V5850 Sgr）の
発見として認定された。また、11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発見者自身で国
際天文学連合天文電報中央局へ通報、Supernova 2015as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25－27年度の3年間、普及室から施設公開事業の部分
を移して「ミュージアム検討室」として活動したが、平成27
年度末にミュージアム設置検討の役割を終了し、再び、平成
28年度より普及室事業と併合することとなった。

（1） 施設公開
　平成27年度の4D2Uドームシアターの公開については、前
年度末に機器改修工事と座席増設工事を行い、4月に公開を
再開した。今年度から定例公開を毎月3回（第2土曜日の前日、
第3土曜日、第4土曜日）とし、事前申し込み制で実施した。
年間計35回実施したところ、4,446名の参加者があった。また、
団体公開は70回で1,983名、視察他は119件で1,670名の見学者
があり、合計224回、のべ8,099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毎月2回 （第2土
曜日の前日、第4土曜日）開催し、雨天曇天時にも中止するこ
となく実施している。平成24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4,717名の参加者であった。
　平成27年度の三鷹地区常時公開には19,729名の見学者が
訪れた。また、平成27年度の団体見学は一般団体が129件
（4,797名）、総合学習対応が37件（536名）で合計166件（5,333
名）であった。なお、総合学習対応では研究者による講義、
質疑応答なども行った。
　三鷹地区のガイドツアーは文化財ツアーと名称を改め、事
前申し込み制、定員20名で実施し、今年度は合計204名の参加
があった。文化財ツアーは平成28年3月末で事業を終了した。

（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た。
　平成27年9月27日～29日の3日間、三鷹本部にて International 
Symposium on the NAOJ Museum（国立天文台ミュージアム国際
シンポジウム）を主催した。このシンポジウムは、天文情報セン
ターが平成22年度～27年度の6年間にわたって実施してきた「自
然科学研究における国際的学術拠点の形成」プロジェクト（自
然科学研究機構長裁量経費）の研究成果のまとめとして、また、
平成25年度に天文情報センター内に新設された期限付きオフィス
「ミュージアム検討室」が中心となってこの間とりまとめた「国立天
文台ミュージアム基本構想案」の国内外への公表と意見交換を
目的に企画された。公益財団法人天文学振興財団からの支援を
受け、9か国（中国、韓国、タイ、インドネシア、ドイツ、オランダ、
ポルトガル、米国、日本）より総勢94名の会場参加者および、海
外も含め6か所（水沢、野辺山、岡山、ハワイの各観測所およびイ
ンドネシア、米国）にて7名のテレビ会議からの参加があった。3
日間の議論の結果“The Mitaka Declaration”「三鷹宣言」が取り
まとめられた。また、国立天文台ミュージアム構想について
も参加者全員から賛同を得られ2020年の開館を目指すべきと
いう指針が示された。
　“The Mitaka Declaration”は、NAOJと JAXAに対し、NASA
やESO・ESA等に倣い、天体画像・映像等の所有コンテンツ
を、より緩やかな著作権ルールに変更することを参加者の有
志より提案する内容である。

7. 図書係の活動

　図書係では、学術雑誌・図書を収集・整理し、台内の研究
者や学生の研究・学習のために提供している。近年、学術資
料の電子化が進み、図書室が提供する資料も、電子媒体のも
のが増加している。
　三鷹図書室所蔵資料の利用を希望する台外者に対しては、
平日に限り図書室を公開しており、平成27年度に来室した台
外利用者は323名であった。また、他機関所属の研究者・学生
に対しては、所属機関の図書館を経由して複写物の提供や図
書の貸出も行っており、平成27年度は、複写と貸出をあわせ
て86件の提供を行った。
　江戸時代の幕府天文方に由来するものをはじめとした貴重資
料は、専用の書庫において環境に注意を払いながら保存している。
貴重資料の一部は、ホームページ上で画像を公開している。
　10月の三鷹・星と宇宙の日（三鷹地区特別公開）の際は、主
に一般や低年齢層向けの資料を中心に自由に閲覧できるよう、
三鷹図書室の一部スペースを開放した。
　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
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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. 261～No. 272（平成27年4月号～
平成28年3月号）
・国立天文台年次報告 第27冊 2014年度
・Annual Report of the National Astronomical Observatory of 

Japan Volume 17 Fiscal 2014
・電波天文学広報まんが「アルマーの冒険」（第5回）
・国立天文台広報ポスターシリーズ（第2号・第3号）
　平成27（2015）年度は、前年度に引き続き、国際発信力
および電子発信力の強化に努めた。とくに『理科年表』の
国際版の制作は、その第一段階として記事全体の英訳を実
施した。並行して提携出版社の選定や制作スケジュールの
立案なども行い、具体的な事業化への道筋をつけた。電子
化事業では、出版室が制作・発行する（した）コンテンツ
を電子データ化することで、任意の自動編集を可能とする
「NAOJ-Universal Multi-Publication System（NAO-JUMPS）」
の開発を行い、過去12年分の「年次報告・研究ハイライト」
の記事（約1300ページ）および国立天文台ニュースの定型
レイアウト記事（約1300ページ）の電子データを組み込ん
で、試験運転を開始した。さらに、将来的には JUMPSと連
携して、ネットを通じて一般販路に発信対応可能な汎用型
の電子書籍配本プラットフォーム「NAOJ-Delivering next-
generation e-books （NAOJ-Deneb）」を開発し、1号書籍の制
作に着手した。通常業務では、年次報告や国立天文台パン
フレットを制作・発行した。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
シリーズの制作では、「アルマ望遠鏡特集」（9月号）、「岡山
天体物理観測所・系外惑星探査特集」（10月号）、「太陽観測
CLASP特集」（1月号）、「太陽観測所特集」（3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。定期刊行物以外としては、平成28（2016）年カレ
ンダー「アルマ望遠鏡の観測画像集」を制作した（平成17
（2005）年から通算11作目）。また、例年同様に「三鷹地区
特別公開ポスター類」の制作や『理科年表2016年版』の天
文部の編集支援も行った。

9. 国際天文学連合・国際普及室（IAU・OAO）

　平成24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年度
からは天文情報センターに設置されている。平成27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。

　欧州物理学会（EPS）が提唱し、平成25（2013）年12月
20日に国連総会で採択となった IYL2015（国際光年2015）
に、IAUも「宇宙からの光」をテーマに参加することが平
成26（2014）年3月に決定した。全体として IYL2015には
94か国以上、100を超える団体が参加して実施されること
となった。IAUは「光とその技術」という全般的には幅
広い国際光年の活動テーマのなかで、「夜空の明るさを守
る」という立場で活動を展開した。IAUは世界中から提案
を募集し、次の5つのコーナーストーン企画を支援した：
①Galileoscope－16000個の組立式望遠鏡を出荷した。②
Light Beyond the Bulb－30か国以上が参加し、約675箇所で
天体写真展を開催された。③EDU kit（宇宙からの光に関
しての教材集）－40か国以上の場所で140を超えるイベン
トで利用された。④DARK SKY METERアプリ－この間、
無料で利用可能な IYL2015版アプリはダウンロード数が
3,442で、7,290の報告があった。⑤Quality Lighting Teaching 
Kit－この光害学習キットは100セット出荷された。
　このほか、OAO室は、天文教育普及研究会等と協力し、
平成28年1月11日に東京理科大学にて国際光年総括シンポ
ジウムを主催し、口頭発表15件、ポスター発表16件、活動
報告パワーポイント 提供17件を含む95名の参加があった。
また、普及室・国際連携室と協力して平成28年3月9日のイ
ンドネシア日食の際に3月8日、インドネシア・テルナテ市
のSMK Negeri 2 （高等専門学校）にて、島内の学校教員お
よび生徒合計約500人を対象に日食観察ワークショップを
実施した。
　太陽系外惑星命名事業（NameExoWorlds）には、世界中
から団体登録（平成27年6月1日まで）に644団体が登録（日
本からは166団体）し、今回命名する惑星系を登録団体から
の投票で20惑星系選んだ。登録団体からの惑星系名称の提
案を同6月15日まで実施したところ、45か国から247名称の
提案があった。この提案を受けて、すべての人々が個人で
投票可能なウェブ投票を8月11日～10月31日に実施し、182
か国より573,242票の投票があった（日本からの投票は計
5,411票、全体の0.94 %に留まる）。今回の命名結果を12月
15日に発表し tau Bootis（最高得点名が命名ガイドラインに
適合しなかった例）を除く19の惑星系（14恒星と31惑星）
の名称が確定した。
　このほか、OAO室では、National Outreach Contacts（NOC）
（各国のアウトリーチ窓口）との協力関係の構築、天文学
の普及を推進するためのアマチュア天文家や天文クラブな
どを含む様々なステークホルダーとの間でのネットワーク
作り、世界の天文クラブや天文台、研究機関などのデー
タベース構築とその管理、IAUのニュースレター、パンフ
レット、ビデオなど情報発信媒体の制作、IAUのソーシャ
ルメディアの管理、そして、国立天文台の国際関連の普及
業務への協力などを実施した。
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1. 概要

　国立天文台の現在の組織構成において、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も積極的に参画する。これ
ら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
以来の構想に基づく基本理念である。
　光赤外研究部には、平成27（2015）年度現在、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）が属しているが、研究部とプロジェクト
は組織上対等の関係である。光赤外関連分野の国立天文台
構成員は殆どが光赤外研究部の本籍をもち、研究部あるい
は、上記A～Cプロジェクトのいずれかを本務としている。
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。平成27（2015）年度の光赤外研究部
（本務）は教授2、助教4（うち特任助教1）、日本学術振興会
特別研究員3の構成である。
　ハワイ観測所（三鷹）、太陽系外惑星探査プロジェクト
室、および研究部では、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。また、昨今、光赤外研究
部内で人員の移動が活発化しているため、ハワイ観測所と
TMT（Thirty Meter Telescope）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となっている。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
と研究部のウェブ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。
　本章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
進化、星・惑星形成、銀河系の構造と進化、恒星分光、太
陽系内天体、太陽系外惑星の探索など多岐にわたっている。
すばる望遠鏡のHyper Suprime-Cam（HSC）サーベイのデー
タを使用した、高赤方偏移クエーサーの探索を行った。近

傍の極めて活発な合体銀河の周辺に撒き散らされた電離水
素ガスに関する観測を行い、合体とガス放出に関する解
析結果を発表した。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。光赤外大学間連携によるOptical 
and Infrared Synergetic Telescopes for Education and Research
（OISTER）ネットワークを利用したガンマ線バースト、超
新星、X 線新星、新星、矮新星、地球近傍の小惑星等の突
発または移動天体の観測研究を連携大学の研究者と協力し
て行った。

（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、フ
ランス、およびスペインの研究者と近傍銀河外縁部での星
生成に関する観測データ中で偶然発見された随伴矮小銀河
について解析と研究を行った。中国国家天文台と共同で西
チベットの望遠鏡建設のサイト調査も継続して行っており、
紫金山天文台、広島大学の研究者も交え、西チベットの天
体観測サイトとしての評価と進め方の議論を行った。国立
天文台がレバノン、ノートルダム大学に寄贈した元芸西天
文台60 cm 望遠鏡のレバノンへの移設を支援した。

（3）データアーカイブを用いた研究
　キトラ古墳の石室天井に描かれた天文図の詳細解析を
行った。古暦、文献による天体現象の研究も進めている。
すばるアーカイブデータを使い、かみのけ座銀河団の中に
ある超暗黒銀河（Ultra Diffuse Galaxy）の統計的研究を行っ
た。Sloan Digital Sky Survey（SDSS）の撮像・分光データ
を用いた活動銀河核母銀河の研究も継続して進めている。
紫外線超過銀河のサーベイカタログを、SDSSなどの画像
データベースを利用して改訂整備し、公開した。また木曽
シュミット乾板のデジタル化を開始した。

3. 観測装置開発

　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
に関して、JAXA（調布航空宇宙センター）、東京電機大、
理化学研究所との共同研究として流体計算および水流実験
を実施し、実験、計算結果とすばるドーム内の環境セン
サーデータとの比較方法の検討を進めている。すばる主焦
点カメラにおいて明るい星の作るゴーストについて解析を
行い、補正方法に関する発表を行った。法政大学望遠鏡の
立ち上げおよび観測支援を行っている。

4. すばる望遠鏡の運用支援

　すばる望遠鏡の共同利用についても光赤外研究部は支援

18　光赤外研究部
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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。すばる中秋の名月の学校の共催（光赤外
研究部、ハワイ観測所、天文データセンターの3者で主催）、
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研究部共用プリンタおよびレ
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ている。事務室の無停電電源装置
（UPS）の電池交換対応を支援した。WWWサーバの管理運
用を行っている。またウェブページの内容更新、事務の新
人の計算機の初期設定を支援している。

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、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。また、新し
い赤外線検出器評価実験のための準備を進めつつある。

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（ウェブリリース、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）にも積極的に参加して
いる。

8. 教育活動

　総合研究大学院大学、東京大学、広島大学、東京農工大
学、日本大学、国際基督教大学、法政大学からの院生・研
究生23 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。特に、平成27
（2015）年度からは毎日午後に30分程度のゼミを年間を通じ
て継続的に行っている。12月には光赤外研究部に所属する
研究者・大学院生による発表会を行い、相互の理解を深め
た。小中学生に天文学に親しみや興味を持ってもらうため
の「ふれあい天文学」として出前授業を行った。
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19　電波研究部

　電波研究部には、野辺山宇宙電波観測所、水沢VLBI観
測所、RISE月探査プロジェクト、そしてALMA望遠鏡と
ASTE望遠鏡を運営するチリ観測所が属し、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く
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の役割は、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つくり、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。平成27（2015）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、その役割をはたしてきた。
　小委員会は、国立天文台と日本国内の大学や研究機関に
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
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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。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。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。
　平成27（2015）年度は5月にジュネーブで開催された
WP7D会合、平成27（2015）年6月にジュネーブで開催され
たWP1A会合、平成27（2015）年11月に開催されたWRC-
15に参加してきた。そこでは民間航空機のGlobal Flight 
Tracking実現、海上移動衛星・地球探査衛星業務への周波
数追加などが決議された。一方、決議には至らなかったが、
国際携帯電話向けの活発な周波数追加議論が顕著な傾向と
して観察され、例えば30–50 GHz付近の複数の周波数帯が
2019年に催されるWRC-19向け検討課題として正式決定さ
れた。また、275 GHz以上の周波数帯の能動業務への割り
当てなどもWRC-19で議論される予定となった。

（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或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
題の例をあげる。
　24 GHz帯車載レーダは、観測所近傍の離隔距離を決め、
レーダの自動スイッチオフを義務付ける方向で法制化された。
　平成27（2015）年11月に開催されたWRC-15では、
77.5–78 GHz帯周波数帯が、主に車載レーダの使用を想
定した無線標定業務に対し新たに割り当てられた。これ

で76–81 GHz帯全域が無線標定業務向けとなり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45m電波望遠鏡への影響
が懸念されている。国内における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。
　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技術研究所とすすめた結果、
影響を大幅に軽減するフィルター開発が開始され、試作品
が十分な試験性能を示したと報告があった。今後は2017年
12月打ち上げ予定の衛星に搭載し、性能が確認される。
　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。
　災害対策のため、米国企業の衛星携帯電話システムの運
用を総務省は来年度審議する予定である。このシステムは
1.6 GHz帯周波数（地→宇）使用を想定し、近接する電波天
文帯（OHメーザー観測帯）へ干渉を与えるリスクがある。
今年度、米国グローバルスター社よりの運用条件見直し依
頼があり、干渉検討を開始した。
　測位の精度向上のため、準天頂衛星2－4号機の打ち上げ
が2017年度に計画されている。その2.2 GHz帯メッセージ
通信用電波がVLBI観測に干渉するリスクがあった。共存
性検討の結果、運用により共存可能と判り、確認書を内閣
府と取り交わした。
　その他にドローンからの空撮データの高速無線伝送や、
無線電力伝送（近距離電気自動車充電用、遠距離空中光発
電所電力用）など、電波天文学の観測環境に影響を与える
可能性がある技術の開発が進んでおり、情報収集および関
係者との共有に努めている。
　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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20　太陽天体プラズマ研究部

　太陽天体ブラズマ研究部は、太陽観測所、ひので科学プロ
ジェクト、Solar-C準備室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。また、国
立天文台フェローおよび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、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2編の筆頭著者論文
を発表した。これらは太陽黒点のライトブリッジに見られる
突発的・周期的エネルギー解放現象について、（1）ひので衛
星および IRIS衛星による観測データをもとにエネルギー解
放現象のメカニズムを解明したもの、（2）数値シミュレー
ションをもとにエネルギー解放の周期性の原因を解明したも
の、である。また、今年度は外国人客員准教授としてロッ
キードマーチン太陽天体物理学研究所のMark Cheung氏を招
聘し研究会2件を開催、共同研究を活発に展開した。受け入
れは鳥海が務めた。
　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
渡邉（恭）・鳥海が務めた。

2. 教育活動

　平成27（2015）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、総研大・3名（そのうちGabriel Giono
は3月に学位取得修了）であった。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3月に実施
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。



II   各研究分野の研究成果・活動報告 109

21　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27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一つとして優
れた研究環境を提供し、国内および海外から客員教授、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一つとして研究成果を生み
出し、大学および研究機関との人事交流が活発である。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。

2. 現員と異動

　平成27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、特任研究員1名、日本学術振興会特別研究員1名、
EACOA Fellow 3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。このうち、藤井通子
（特任助教）は平成28年1月から東京大学に准教授として転出
し、滝脇知也（助教）は平成28年2月からの赴任であった。

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）：89 
欧文論文（研究会集録、査読なし等）：14 
欧文報告（国際会議講演）：65 
和文報告（学会発表等）：45

　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。

・ フィラメント状星間雲の偏波パタン（富阪幸治）
・ すばるHSCサーベイによる短時間突発天体の発見（田中
雅臣、他）
・ 一般相対論的マルチグループニュートリノ輻射輸送コー
ドの開発（滝脇知也、他）
・ 矮小銀河の化学力学進化シミュレーションから探る rプ
ロセス起源天体（平居悠、他）
・ プレソーラーAl2O3粒子のサイズから探る超新星放出ガ
スの物理環境（野沢貴也、他）
・ 土星の環の自己重力ウェイク構造の傾き角（道越秀吾、
他）
・ 相対論的プラズマ粒子シミュレーションにおける基本ア
ルゴリズム（銭谷誠司、他）
・ 全天にわたる重力レンズシミュレーション（白崎正人、
他）
・ A Numerical Scheme for Special Relativistic Radiation 

Magnetohydrodynamics Based on Solving Time-dependent 
Radiative Transfer Equation（大須賀健、他）
・ 特殊相対論的輻射磁気流体シミュレーションで探る超臨
界降着円盤からのアウトフロー構造（高橋博之、他）
・ 核分裂と rプロセス元素の過少生成問題の解決（柴垣翔
太、他）
・ 恒星遭遇がオールト雲形成に与える影響（樋口有理可、
他）
・ コラプサージェット中における r 過程元素合成（梶野敏
貴、他）
・ 宇宙の誕生と宇宙のダーク・フローの起源に対する制限
（梶野敏貴、他）
・ 相対論的量子論による強磁性中での陽子シンクロトロン
放射によるパイ中間子生成の研究（梶野敏貴、他）
・ CMBパワースペクトルにおけるインフレーション中の
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プランクスケール共鳴粒子の証拠の可能性（梶野敏貴、他）
・ ほぼ平坦な開いたCDM宇宙論におけるプレインフレー
ションゆらぎに対する制限（梶野敏貴、他）
・ 超新星 r 過程の普遍性と放射性原子核（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。

・ 中性子星におけるクォーク相の形成過程（古澤峻、他）
・ 宇宙における重元素の起源： rプロセス元素の過少生成問
題に解決の糸口（柴垣翔太 、梶野敏貴、他）
・ スイング増幅により形成される銀河渦状腕の性質（道越秀
吾、小久保英一郎、他）
・ 運動論シミュレーションで明らかになった磁気リコネク
ションの大規模構造（藤本桂三、他）
・ 銀河の化学力学進化シミュレーションから探る rプロセス
起源天体（平居悠、藤井通子、梶野敏貴、他）
・ 土星の環の自己重力ウェイク構造の傾き角（道越秀吾、小
久保英一郎、他）
・ プレソーラー粒子から星の爆発を探る（野沢貴也、他）
・ 全天にわたる重力レンズシミュレーション（白崎正人、浜
名崇、他）
・ 磁場で支えられた分子フィラメントの偏波構造（富阪幸治）
・ r過程元素の起源解明に大きく前進（柴垣翔太、梶野敏貴、
他）
・ 相対論的プラズマ速度分布関数の生成アルゴリズム（銭谷
誠司、他）
・ 星団の初期質量関数（藤井通子、他）
・ ニュートリノ散乱の物質効果を量子論的に解明： 超新星爆
発への応用が可能に（梶野敏貴、他）

4. 国内研究協力

　理論研究部は理論天文学および理論宇宙物理学のハブセン
ターとして、以下に記す研究会を主催または共催し、我が国
の学術研究の発展に貢献した。

・ 銀河進化研究会2015（平成27（2015）年6月3日～5日、名古
屋大学坂田・平田ホール）。銀河コミュニティーが一堂にか
つ継続的に会する研究会と位置づけ、それぞれの分野での最
新の研究成果を共有するとともに、それを踏まえ将来の研究
を見越した議論を行った。

・宇宙核物理連絡協議会研究会（平成28（2016）年2月22日
～24日、国立天文台三鷹キャンパス）。「元素合成」に関する
天文観測、隕石分析、天体／元素合成シミュレーション、原
子核／その他をプローブとする元素合成実験、および元素合
成周辺の物理実験に関するアクティビティー等、境界領域の
多様な研究を有機的に結びつけ総合する議論を展開した。若

手研究者の交流を促進するためにショート・ポスターセッ
ション講演も行い、最終日に各セッションのコンビーナーが
中心となって将来計画の進め方に関する特別セッションを設
け、今後の国内および国際共同研究戦略の明確化を図る議論
を行った。

・ 新学術領域「中性子星核物質」ウィンタースクール（平
成28（2016）年2月24日～26日、国立天文台三鷹キャンパス）。
スクールでは、おもに大学院生や若手を対象に、中性子星の
物理の基礎とその魅力について講義を行った。さまざまな原
子核や冷却原子の研究、X線天体観測、一般相対論数値計算
などと中性子星核物質との関わりについて、第一線の講師に
よる入門的な講義を行った。

・宇宙プラズマのフロンティア～太陽圏を越えて（平成28
（2016）年3月2日～4日、名古屋大学宇宙地球環境研究所）。太
陽圏外圏域におけるプラズマ物理過程を議論した。

・HSC時間領域天文学（TDA）ブレインストーミング研究会
（平成28（2016）年3月4日～5日、国立天文台三鷹キャンパス）。
すばる望遠鏡HSCによる時間領域天文学の可能性を議論し
た。

・磁気リコネクション研究の最前線と今後の展望（平成28
（2016）年3月28日～29日、国立天文台三鷹キャンパス）。磁気
リコネクション研究の最前線と今後の展望について、国内の
若手研究者を中心に議論を行った。

5. 国際研究協力

　梶野敏貴は、英国物理学会（Journal of Physics G）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（SNSF）委員を務めた。

　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。

・3rd DTA Symposium on The Origin of Planetary Systems: from 
the Current View to New Horizons（平成27（2015）年6月1日～
4日、国立天文台三鷹キャンパス）。国内外の惑星形成と星形
成の研究者を集め、原始惑星系円盤の形成から円盤内での惑
星形成過程の物理について議論、意見交換した。

・International Symposium on Physics and Astronomy of Neutron 
Stars and Supernovae（平成27（2015）6月22日～23日、国立天
文台三鷹キャンパス）。国内外からの5人の招待講演者の講演
を中心に、中性子星や超新星爆発に関して物理学と天文学を
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横断する研究課題を深く掘り下げて議論した。

・Star Formation Workshop 2015（平成27（2015）年6月29日
～7月1日、国立天文台三鷹キャンパス）。国内外の星形成
の理論、観測の研究者を集め、銀河スケールの星形成から
分子雲内での星形成コアの形成過程の最新の成果について
概観した。

・The 8th meeting on Cosmic Dust（平成27（2015）年8月17
日～21日、千葉工業大学東京スカイツリータウンキャンパ
ス）。宇宙における固体微粒子（ダスト）に関わる研究者が
集い、宇宙における固体物質の進化の全体的な描像を明ら
かにするとともに、異なる分野の研究者を有機的に繋げる
場を提供した。

・Symposium on Hierarchy and Holism in Natural Science（平
成28（2016）年2月5日～6日、国立天文台三鷹キャンパス）。
自然科学の各分野で行われている階層と全体に関する学術
研究の交流、および多階層シミュレーションとその応用に
関して議論・検討を行った。

6. 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
動の基本的情報は「III機構」にまとめられているが、ここ
では講義科目名を示す。

小久保英一郎 : 東京大学「惑星地球科学 I」、琉球大学「惑
星系の構造と起源」
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」、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」
浜名崇：東京農工大学「地学」
藤本桂三：法政大学「計算科学・自然創成」

　また、小久保英一郎は、スーパーサイエンスハイスクー
ル講演会「シミュレーション天文学（日比谷高校）」、「コス
モサイエンス（金沢泉丘高校）」を行い高校教育に貢献した。

7. 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。小久保英一郎：林忠四郎記念講演会「太陽系の起
源―京都モデルの輝き」、池袋コミュニティー・カレッジ
「冥王星とは何か」、広島大学宇宙科学センターおよび千葉
大学医学研究院「星くずから地球へ」、朝日カルチャーセン

ター福岡「宇宙の中の地球」。梶野敏貴：大阪市立大学講演
会「宇宙・天体核物理現象に関する最新研究成果」、朝日カ
ルチャーセンター横浜「宇宙の元素合成入門：宇宙の始ま
りと物質の起源、元素は宇宙をめぐる」。銭谷誠司：筑波技
術大学七夕講演会「大切な者は目に見えない―地球の裏庭
で診る爆発現象」。

8. 受賞等

　田中雅臣が2015年度日本天文学会研究奨励賞を受賞した。

9. 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。

CHEOUN, Myung-Ki（韓国、崇実大学）
BOEKHOLT,Tjarda（オランダ、ライデン天文台）
MATHEWS, Grant J.（米国、ノートルダム大学） 
KUSAKABE, Motohiko（米国、ノートルダム大学）
LI, Zhi-Yun（米国、バージニア大学）
LEE, Wing-Kit（台湾、中央研究院）
MAURY, Anaelle J.（フランス、サクレー研究所）
TOBIN, John J. （オランダ、ライデン天文台）
BALANTEKIN, Akif B.（米国、ウィスコンシン大学）
FAMIANO, Michael A.（米国、西ミシガン大学）
YANG, Ghil-Seok（韓国、崇実大学）
HA, Eun-Ja（韓国、崇実大学）
KWAK, Kyujin（韓国、ウルサン科学技術大学）
ZHANG, Yichen（チリ、チリ大学）
LATTIMER, James M.（米国、ニューヨーク州立大学）
THIELEMANN, Friedrich（スイス、バーゼル大学）
DELIDUMAN, Yamac（トルコ、ミマールサイナン工芸大学）
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「国際連携室」は、国際研究交流および国際教育に関する
情報収集及び情報提供等を行うとともに、多様な文化的背
景を持つ人々が協同して研究教育活動に従事するための環
境整備を行うことにより国立天文台における国際化の推進
を図ることを目的としている。具体的には、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って
いる。 平成27年度から国際研究交流担当の台長特別補佐と
連携して業務を遂行する体制となった。

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・支援および個別案件に関する相談・調査
等の活動を通じて海外の大学・研究機関等と連携するノウ
ハウの蓄積を行う。また、国際協定および覚書の締結に関
する事務や締結式開催の支援、貨物輸出・技術提供に関わ
る安全保障輸出管理を担当する。平成27年度は、自然科学
研究機構名義を含め新規・更新合せ10件の研究協力協定等
が締結された。また安全保障輸出管理では、該非判定37件
を取り扱うとともに、三鷹・水沢・野辺山・岡山で計7回
（参加者総数100名強）の説明会を実施し、職員の知識と意
識の向上を図った。

2. 海外の天文学研究組織との交流窓口

　東アジア各地域を代表する中核天文台である、中国科学
院国家天文台（中国）、自然科学研究機構国立天文台（日本）、
韓国天文宇宙科学研究所（韓国）、台湾中央研究院天文及天
文物理研究所（台湾）の4機関を構成員とする東アジア中核
天文台連合（East Asian Core Observatories Association）加盟
4機関の台長・所長会議を平成27（2015）年10月11日に韓国、
仁川で開催し、合わせて東アジア中核天文台連合の協力協
定書の更新（2020年10月までの5年間）を行った。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2016年分の公募を他の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。平成27（2015）年8月3日－15日には、
米国、ハワイ州ホノルルで開催された「第29回国際天文学
連合総会」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・国際普及室」（The IAU Office for 

Astronomy Outreach）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
収集などを行う。平成27年度は、種々の国際研究集会等に
参加する海外研究者（累計50名）のビザ取得の為の招待状、
身元保証の提供などの開催支援を行った。

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した。サポ－トデスクでは、外国人
が日本で生活することに伴う困難を緩和するため、担当ス
タッフの同行を含め、自治体等での諸手続き支援、住居選
択・入居をはじめとする生活立上げの様々の手続き支援や
買物・子女教育・医療などの生活相談にも応じ、また日常
的な生活情報の提供など幅広く支援を行っており、高い評
価を得ている。生活面だけではなく、国立天文台内の諸手
続き支援や事務部通知文書等の英訳など事務部と外国人職
員の仲介者としての活動も拡大した。初歩的な日本語の習
得を目的とした日本語教室は、平成27年度も継続し、講師
による授業とE-Learningを併用するものに改善した。査証
取得・更新は外国人職員・同家族8名、招聘研究者13名、訪
問・滞在研究者等16名を支援。
 
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。 

22　国際連携室


