
II   各研究分野の研究成果・活動報告 067

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28年度末の時点で、ハワイ観測所プロジェクトに
は、これを本務とする研究教育職員19名（うち三鷹勤務5
名）、技術職員4名、事務職員3名、特任研究員3名（三鷹勤
務）、特任専門員4名（うち三鷹勤務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14名（うち三鷹勤務13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73名派遣されており、内訳は、支援科学者、
ソフトウェアや観測装置などを担当するエンジニアや、施
設、機械、車両、実験室の技術者、望遠鏡・装置オペレー
タ、秘書、司書、事務職員、科研費雇用による研究者、大
学院生である。これらの職員が力を合わせ、望遠鏡、観測
装置及び観測施設の運用や、共同利用観測の遂行、開発・
研究、広報ならびに教育活動を行っている。

2. 主要な観測成果

　すばる望遠鏡を用いた観測によって、平成28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、ファイバー多天体分光器 FMOS
を用いて、赤方偏移が1を超える遠方宇宙で約3000個もの
銀河の距離を測定して、宇宙3次元地図を作り、大規模構造
の成長速度を見積もった。その結果、アインシュタインの
一般相対性理論の予想と一致することが観測的に検証され
た。また、超広視野主焦点カメラHSCによる観測から、宇
宙膨張の歴史に迫るための鍵となる、2つの遠方銀河が手
前にある別の銀河によって同時に重力レンズ効果を受けた
天体が発見された。また、HSCを用いて、光で見ることが
できない「暗黒物質（ダークマター）」の空間分布を求め、
約30億光年先の近傍銀河団中の銀河よりも、約50億光年先
の遠方銀河団中の星生成銀河の分布とより一致しているこ
とを明らかにした。

（2）近傍銀河の研究では、HSCを用いて、28万光年もの
距離にある最も暗い矮小銀河の一つを発見した。すばる望
遠鏡の高い感度によって初めて可能になったことであり、
我々の銀河系のハローに未発見の矮小銀河が数多く存在す

ることを示唆する。銀河系の形成史やそれを左右する暗黒
物質の性質を知る上で大変重要な発見だと考えられる。

（3）太陽系天体の研究では、中間赤外線カメラ COMICS 
による土星の赤外線画像か ら、可視光では常に暗い「カッ
シーニのすき間」や「Cリング」が中間赤外線で明るく見
えていたこと、そして見え方には季節変化があることがわ
かり、土星リングの性質を知る上で重要な知見を得た。

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（S16A期）、下半期
8月1日－1月31日（S16B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。S16A期 41課題（86夜）｛応募総数184課題（451.7夜）｝、
S16B期 31課題（49夜）｛応募総数142課題（409.8）｝が採択
された。このほか、短時間課題であるサービス観測枠での観
測も10夜実施された。S16A期およびS16B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、3件（S16A期 2件、S16B期 1件）は外国人P I の課題で
あった。共同研究者を含む応募者の延べ人数では、国内機
関に所属するもの2063名に対して、海外794名、採択課題の
研究者延べ人数では国内651名に対して海外232名である。 
　S16A期および S16B期の共同利用観測者は、延べ308名
（うち外国人43名、三鷹キャンパスからのリモート観測者

104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。S16A期およびS16B期の共同利用観測は、ハ
ワイ大学時間を含めて、天候のファクタ、主鏡蒸着等の予
定されていたメンテナンスによるダウンタイムを除いて、
平均91.9 %の観測可能時間割合を達成した。装置トラブル
により約1.7 %、通信系トラブルにより約0.3 %、望遠鏡トラ
ブルにより約6.1 %のダウンタイムがあった。
　S16A期およびS16B期にヒロ山麓施設に一部の観測者が
滞在するリモート観測は2夜（2課題）行われた。国立天文
台三鷹キャンパスからのリモート観測（山頂観測者に加え
て、リモート側でも観測者が参加する形式）は68夜（22課



068 II   各研究分野の研究成果・活動報告

題）行われた。また、サービス観測は11.55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S16A期5夜、S16B期2夜、ケッ
クとはS16A期5.5夜、S16B期8.5夜であった。

4. 望遠鏡のメンテナンスと性能向上

　昨年度（平成27（2015）年度）2月に故障したミラーハッ
チの修理方法を検討した。平成28（2016）年8月に7日間の
ダウンタイムを実施して修理のための作業を行った。ミ
ラーハッチ修理は来年度6月と7月にそれぞれ14日間（合計
28日間）のダウンタイムを設定して実施する計画である。
　この今年度計画していた主鏡蒸着はミラーハッチ故障を
原因として次年度（平成29（2017）年度）秋に延期された。
次年度はミラーハッチを確実に修理し、主鏡を再蒸着する
ことが求められる。主鏡蒸着は他の保守作業と合わせて、
合計73日間のダウンタイムを設定して実施する計画である。
　その他望遠鏡の主な機能・性能は前年度に引き続き維持
されている。
　本年度はAG/SH Shutter CEUボードの交換、Tip-Tilt DPA
の交換、主鏡洗浄装置の保守、主鏡運搬台車の保守、TWS
サーバーの更新、長期保守計画の立案、不具合の発生した
ひとみ衛星の観測、ドームバーコードテープの更新、ボ
ギーラバースプリングの更新、主鏡アクチュエーター試作
品の動作試験、ドームボギーレールの溶接修理、スリップ
リングの交換作業を実施した。
　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、バランサ制御ユニット（BLCU）、第3鏡制御
ユニット（TMCU）である。今年度の作業によってこれま
で10年かけて順次実施してきた望遠鏡制御機器の更新が完
了した。次年度以降は老朽化したTSCサーバーの更新（2
巡目）を開始する計画である。
　望遠鏡不具合の主な原因は老朽化、保守不良（ヒュー
マンエラー）、設計不良であった。今年度発生した主な不
具合は、UPS2の老朽故障、PIRユニット取り付け時の保
守不良、FRPU（PF）の製造不良、POptユニットの六本
ジャッキの偶発故障、TUEマンバスケットのPLCの老朽故
障、CP1バーコード値の運用不良、TUEグリッパーの老朽
故障、Tip-Tiltケーブルの施工不良、ELケーブル巻き取り
の設計不良、AZケーブル巻き取りの老朽故障、IR側メイ
ンシャッターの設計不良、セーフティースイッチ誤動作の
保守不良が挙げられる。
　加えて、今年度はローカル装置のステータスログをリ
モートで取得する仕組みを開発した。引き続き望遠鏡ス
テータスログを活用し、予防保全に取り組んでいきたい。

5. 装置運用・開発

　平成28年度は、前年度から運用している8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）、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については昨年度報告したよう
に平成28年4月をもって運用終了、Suprime-Camについても
平成29年5月の観測を最後に運用を終える予定である。ま
たFOCASについては暗夜の割り付けが非常に困難になっ
ていること、PFSの観測が始まるとその状況がより悪化す
ることから、PFS観測開始後に運用を停止する可能性を観
測所内、SAC、ユーザーズミーティングで議論し、早けれ
ば平成30（2018）年度末頃、遅くともPFSの定常運用開始
後には停止するという方針で、概ね了解を得られた。
　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。今年度は5月と10月以外、ほぼ毎月2
週間程度の観測を行うという、これまでにない頻度でHSC
の観測を行ってきたが、それによる問題は特に発生してい
ない。ただ、年度後半にフィルター交換機構の不具合で観測
をキャンセルしなければいけない事例が何度かあった。これ
らの不具合については次の日の昼間に復旧して観測を継続
するとともに、観測ラン終了後に部品の交換や調整を行う
ことで解決できたと考えているが、今後も注意深く運用し
ていく必要がある。そのほかには、山頂のHSCフィルター
透過率測定装置の導入、新しいフラット光源の導入、観測
ラン途中のフィルター交換に向けた試験などが行われた。
　既存装置のアップグレードとしては、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、AO188のリアルタイムシステムの更新な
どが進められている。また、老朽化した制御用コンピュー
ターや制御機器の更新を進めている。
　持ち込み装置としては、昨年度に引き続き、AO188と組
み合わせて使用する可視光面分光装置（Kyoto-3DII）、同じ
くAO188と組み合わせて使用する高空間分解能・高コント
ラストコロナグラフ（SCExAO）、SCExAOと組み合わせて
使用する高コントラストコロナグラフ撮像装置（HiCIAO）、
同じくSCExAOと組み合わせて使用する高コントラスト
面分光装置（CHARIS）が共同利用観測に供された。な
お、Kyoto-3DIIはS17A期の観測を以て、すばる望遠鏡に
搭載しての運用は終了した。SCExAOには複数の観測装置
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モジュールが搭載されているが、平成28年度にはそのうち
の偏光瞳マスク干渉計（VAMPIRES）を共同利用に供した。
新規持ち込み装置として、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、平成29年6月から
の試験観測にむけての準備を行った。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SWIMS、MIMIZUKUのすばる
への持ち込み提案については、審査の結果、エンジニアリ
ング試験のみをすばる望遠鏡で行うこととした。
　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、
東京大学カブリ IPMUを中心とした7か国による国際協力
で進めている。PFSは直径1.3度角の視野内に配置された
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、2020年度の科学運用開始を目指して
いる。ハワイ観測所では平成28（2016）年度は前年度に引
き続き望遠鏡制御系改修、分光器階の床および恒温室の
設計および改修を進めた。またHSCデータとこれから生
み出されるPFSデータを有機的に結びつけるデータベース
の開発を、米国との共同研究として開始した。PFSコラボ
レーションに、Max-Plank Institut für Extraterrestrishe Physik
（MPE）および中国コンソーシアムを通じて北京大学が参
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を補正することで
シャープな星像が得られる地表層補償光学（GLAO）計画
の検討を進めている。この計画は、ハワイ観測所を中心に
国内の複数の大学と連携し、可変副鏡と新たな広視野近赤
外線撮像／分光／面分光装置の開発を目指すものであり
（ULTIMATE-Subaru計画）、2020年代においてすばる望遠鏡
の主に明夜を担う主要装置として運用することが期待され
ている。平成28年度は、そのULTIMATE-Subaruのサイエ
ンスワークショップを日本およびパートナー候補国からの
研究者を招き、国立天文台三鷹で開催した。また、GLAO
および装置の設計に関して、オーストラリア、カナダとの
国際協力で進める検討が進んでおり、特にオーストラリア
とは、国際共同運用を見据えた正式な（短期）合意のもと
に、GLAOの開発検討を共同で進める形が整いつつあると
ころである。

6. 計算機システム

　今年度も、昨年度に引き続き第4期計算機システムを、安
定的に運用することを目標とした。システムの大きなトラ
ブルや不正アクセスなどの外部からの攻撃・侵入はなく、
安定した運用ができた。

　観測データのアーカイブシステムは、昨年に引き続き本
運用を継続中である。大きなトラブルもなく順調に運用を
行っている。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、平成27年度より対応する観測装置を限って本運用を
行っており、利用数は増加している。今年度（平成28年2月
から平成29年1月までの利用期）は約40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
100夜程度であった。プロポーザルの受付を行うシステム
は、観測の募集要項の変更に併せて更新されており、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28年度にはスト
レージを増強した。
　このHSCオンサイト解析システムの性能をさらに向上すべく、
NFSに替わるファイルシステムを導入した試験システムを今年
度導入した。来年度には試験システムによる観測時の即時
解析を行うべく、試験システムを構築中である。
　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。
　ハワイ観測所の基盤となるネットワーク・計算機群のレ
ンタル契約が平成30年2月をもって満了となるため、平成
30年3月からの継続したネットワーク・計算機の運用のた
めに新たな調達の準備を行った。具体的には平成30年3月
から平成35年2月までの新たなレンタル契約のために導入
説明書を作成し、資料提供招請を行った。提供された資料
をもとに仕様書案を作成し、仕様書案に対する意見招請を
行った。導入説明書から仕様書案を作成する過程のなかで、
経費の削減と性能・機能の維持を両立させるために最適な
調達方法を常に検討し、その調達方法に基づいて仕様書案
を改定していった。
 
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11
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5名であった。 
　平成28年度はハワイ観測所として4名の大学院生の長期
滞在を受け入れ、そのうち1名は総研大の院生であった。 
このほか、三鷹においても光赤外研究部との協力のもとに
大学院生教育が活発に行われている。日本全国では、すば
る望遠鏡などを用いた研究によって学位を取得した大学院
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生は修士が14名、博士が8名であった。そのうち国立天文
台光赤外グループ所属はそれぞれ2名と4名であった。
　ハワイ観測所では、定期的に教育プログラムを開催して
いる。平成28年12月には、すばる冬の学校を、台湾の桃園
市の国立中央大学で開催し、すばるのデータ解析講習や各
種講義を行った。日本、台湾、中国、韓国から計23名の参
加者があった（日本からは4名）。全国の学部学生を対象と
したすばる体験企画実習（9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（1月、6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19件（和文・英文それぞれ9、10件）、装置開発を含む
観測所の活動紹介やお知らせ76件（和文46件、英文30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認識
されつつある。このための写真・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23件　うち1件は英語製品）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、悪天候による山頂アクセ
ス道路通行止めなどのために見学を中断した以外の期間に、
456人が訪れた。ほかに127件の特別手配見学も行ったため、
総合計1048人の訪問があった。これらはすべて、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。この中には年4日、合計8回実施したハワイ州に住む方
向けの特別な見学プログラムが含まれる。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40件、398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ならび、テレビ会議システム
による日本向けの遠隔講演・遠隔授業も行っている。ハワ
イ観測所山麓施設および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75件、日本など島外で
の出張講演は17件、遠隔講演は11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37件が含まれる。平
成28（2016）年度は日本天文学会とこの集中特別授業の週
が重なったため、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。2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、すばる望遠鏡の成果を概
観する記事をウェブサイトに掲載している。年度内に22件
の記事を公開した。また職員の啓発のため、地元の歴史や
文化に関するセミナーを開催している。
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2　岡山天体物理観測所

　岡山天体物理観測所（以下、観測所）は、わが国の光学
赤外線天文学の国内観測研究拠点として、188 cm望遠鏡を
中心に全国大学共同利用を推進している。また、大学と共
同で研究開発計画を進め、大学における天文学研究の基盤
強化に貢献している。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、「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」事業などを進めてきている。
　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28－32年度）により188 cm望遠鏡
のロボット化と高分散分光器の高安定化と高感度化の活動
を開始しており、系外惑星の大規模標本の獲得を目指して
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29年3月時点での観測所の人員構成は、任期の定め
のない常勤職員5名（内訳：准教授2、助教1、技術員1、事
務係長1）、契約職員11名（内訳：特任准教授1、専門研究職
員2、特任研究員1、特任専門員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28年（2016年、暦年）は、前期（1月から6月）に118
夜、後期（7月から12月）に108.5夜をそれぞれ共同利用に
割り付けた。公募に集まっ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0件、一般観測15件、隙間時間観測2件
へ、後期は同順に1件、0件、13件、2件へ観測夜が配分さ
れた。また、2016年前期導入の事前申請型ToO観測が前期
に1件、後期に1件採択された。前期には中国、ハワイ、ト
ルコからの各1件へ、後期にはハワイからの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28年（2016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。ほかには太陽系天体、銀河系、
系外銀河、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くの観測
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た。

（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。今年度はファイバーフィード高分散分光観測の自
動化を進めた。前年から条件つきで運用を始めたリモート
観測環境を、平成28（2016）年前期から正式に共同利用へ
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188 cm望遠鏡とドームの注油作業を実施した。前年度
に続き蒸着作業の簡素化を進めた。広島大学1.5 mかなた
望遠鏡主鏡のアルミ蒸着にも対応した。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。10月以降、毎月1回、188 cm望
遠鏡の主鏡・副鏡・第三鏡の洗浄を行い観測効率の維持に
努めた。ドーム各部の点検を定期的に行うとともに、ス
リット扉の開閉駆動ワイヤーロープの4年に一度の定期交
換を無事に完了させ、同ワイヤーロープの前シーブ更新も
実施した。さらに、スリットガイドレールの補修、ドーム
旋回装置の点検・保守、古い電源線の更新を実施し、共同
利用の円滑な運営および各部の長寿命化に努めた。観測
データの安全な保管、計算機・ネットワーク環境の適正な
維持・管理を行った。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。

（4）会議
　プログラム小委員会を平成28年5月30日、同11月18日、平
成29年3月23日に開催した。平成28（2016）年後期、平成
29（2017）年前期、平成29（2017）年後期の共同利用につ
いて審議を行い、観測プログラムを編成した。3回目は、例
年なら次年度の5月末頃開催のところ、平成29年度のプロ
グラム小委員会の活動を京大3.8 m望遠鏡計画に集中させ
るため、前倒しで実施した。
　9月7～8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27回光赤外ユーザー
ズミーティング、UM）を開催した。188 cm望遠鏡とドーム
を含めた観測所の現況、プログラム小委員会活動、共同利



072 II   各研究分野の研究成果・活動報告

用観測装置やリモート観測システムの状況、HIDES Fiber-
Feed観測用のキュー観測システムの開発状況などについ
て報告を行った。ユーザー主導の2つの新観測装置の稼働
状況や科学的成果が報告された。観測装置も含めて京大
3.8 m望遠鏡計画の進捗状況が報告された。188 cm望遠鏡
の共同利用に基づく研究成果、広島大学宇宙科学センター
をはじめとする他の光赤外観測施設等の現況や研究成果が
報告された。さらに188 cm望遠鏡から3.8 m望遠鏡への共
同利用観測の移行に関わる具体的方針を包括的に議論する
時間を特別に設け、京都大学、国立天文台、共同利用ユー
ザーを始めとする幅広い関連研究者を集めて、昨年度以上
に踏み込んだ議論を行った。
　ユーザーズミーティングでまとまった方針を、その後、
光学赤外線天文連絡会総会、光学赤外線天文連絡会シンポ
ジウム、光赤外専門委員会へ報告した。最終的に平成28年
10月31日の国立天文台運営会議へ、188 cm望遠鏡の共同利
用は平成29年後期をもって終了すること、3.8 m望遠鏡に
おける共同利用観測は平成30年8月の開始を目標とするこ
と、岡山観測所プログラム小委員会に3.8 m望遠鏡におけ
る共同利用運用に関する科学委員会の役割を持たせること、
国立天文台は188 cm望遠鏡以下の既存望遠鏡群と施設を
当面保有し続けること、などを報告した。
　国立天文台長から「京大3.8 m望遠鏡による共同利用へ
の移行案と運営案」の策定が光赤外専門委員会へ諮問され、
同専門委員会の依頼によりプログラム小委員会が答申案を
作成し、3月末に同専門委員会へ提出した。

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（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PI型共同利
用装置としての公開を継続した（2016年前期～）。高分解
能リンクは従来のクーデ光路でのスリット利用に比べ最大
4倍の感度向上を提供する。制御ソフトウェアのキュー観
測、自動観測への対応を進めた。産業技術総合研究所の研
究者らにより開発された高精度波長標準としての天文コム
を188 cm望遠鏡クーデ室に設置し、調整と試験を進めた。
2016年前期と後期のHIDES全体での採択課題数は8件と6
件（うちプロジェクト観測1件と1件）であった。

（2）ISLE（近赤外撮像分光装置） 
　ISLEは近赤外線の撮像と低・中分散分光の機能を提供す
る装置である。利用条件なしの共同利用装置としての公開

を継続した（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あり、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。ユー
ザー持込のYJHバンドフィルターと標準装備のHKバンド
フィルタを利用して、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である。平成28
（2016）年前期と後期に実施された共同利用観測課題は5件
と6件（うち隙間時間観測1件と1件）で、年間では分光観測
9件（うち隙間観測2件）と測光観測2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して
いる。オフセットガイダー、CCDチャージシャッフリン
グ機能を備えている。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が可能である。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PI型共同利用装置として公開されてい
る（2015年後期～）。このファイバーバンドルは、入射側を
HIDESのファイバーリンクユニットへ組み込み、出射側を
KOOLSへ接続して利用される（KOOLS-IFU）。2016年前期
は4件、後期は1件（うちToOが1件と1件）の観測課題が採
択された。なお、2016年後期をもってKOOLSの共同利用
への公開を終了した。その後は京都大学の研究者らと共同
で3.8 m望遠鏡の初期観測装置としての整備を進めた。

（4）その他
　188 cm望遠鏡用のユーザー持込装置であったトラ
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が、2016年後期からPI型共同利用装置として公開
された。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。平成28（2016）年前期には4件（うち隙間観測1件）の
観測課題が実施され、平成28（2016）年後期には4件（うち
隙間観測1件）の共同利用観測課題が採択された。

3. 大学等との共同研究

（1）京都大学岡山3.8 m新技術望光学赤外線遠鏡計画
　京都大学が中心となって進めている3.8 m望遠鏡計画を
観測所の将来計画の中に位置づけ、京都大学、アストロエ
アロスペース社とともに協力推進体制を取っている。毎
週のTV会議による検討会、3ヵ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。京都大
学では望遠鏡を収めるドーム建物が竣工した。観測所では、
188 cm望遠鏡から3.8 m望遠鏡への共同利用の移行作業に
当たる特任准教授1名を配置して協力推進体制を強化した。
また、プロジェクト特任研究員に共同利用観測装置の準備
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に当たる人材を登用し、188 cm望遠鏡で公開を終了した
KOOLS - IFUの転換・整備を進めた。京都大学と観測所が
共同で、観測装置を装着する望遠鏡焦点面周辺の仕様決定
のため、天文学コミュニティーから広く搭載予定装置の情
報を収集した。観測所員が分担者に入り京都大学側から科
学研究費補助金へ申請された研究課題（基盤研究A（一般）、
平成28－31 年度）が採択され、近赤外線ファイバー分光器
の開発が開始された。

（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6年目（最終年度）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、本年度はキャン
ペーン観測のPIを1件、3天体について総夜数22夜の観測
データを提供した。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12回のうち、4回観測を行い1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18編が
出版された。また、第7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28年
度も、自動観測スケジューラーにより観測可能な夜はほぼ
毎晩観測を実行し、24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9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、矮新星、回帰新星、食連星、小惑星、
彗星など9天体のモニター観測を並行して行い、4編の査読
論文が出版された。

（4）その他
　8月30、31日に東京大学の学部3年生4名と引率教員1名の
観測実習を受け入れ、8月30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。前年度までに東
北大学の研究者と協力して設置を終えた明るい恒星専用の
口径30 mm近赤外線カメラシステム IR-TMTの試験観測を
進めた。観測は観測所本館または東北大学からネットワー
ク経由の遠隔操作で実施した。

4. 独自の研究計画の推進

（1）超広視野赤外線カメラによる遠方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残光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、
平成28年度には、2つの天域（銀経30度、80度を中心とする、
ともに20平方度）のモニターをほぼ完了した。このほか、
オリオン星形成領域、明るいBlazarなどの自動モニター観
測を実施した。

（2）大規模系外惑星探索の展開
　科学研究費補助金（基盤研究（A）、「高分散分光ロボッ
ト望遠鏡による大規模系外惑星探索」、代表：泉浦秀行、平
成28－32年度）により、独自の系外惑星大規模標本の獲得
を目指しており、188 cm望遠鏡による高分散分光観測のロ
ボット化と高分散分光器HIDESの高感度化と高安定化を
開始した。

（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28年度も
韓国1.8 m望遠鏡、中国2.16 m望遠鏡、ロシア－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。

5. 広報普及活動

　観測所へ天文に関する質問が今年度は約40件寄せら
れ、都度、対応した。岡山天文博物館と共同で行っている
4D2Uの上映に約4千（3847）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15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
4件に対応した。研究成果のウェブ発表を4件行い、ニュー
ス1件を報告した。なお、毎年開催している施設特別公開は、
京都大学3.8 m望遠鏡建設工事に伴い駐車スペースが縮小
していて大幅な不足が見込まれることと、来場者の安全を
十分に確保できない懸念があることから、昨年度に続き今
年度も開催を見送った。

6. 契約職員異動等

　平成28年度内の契約職員の異動等は次の通りであった。
6月30日付で専門研究職員の神戸栄治が退職した。7月1日
付で年俸制特任准教授に神戸栄治が着任した。9月30日付
で年俸制特任研究員（プロジェクト枠）の福井暁彦が任期
満了で退職した。10月1日付で福井暁彦が年俸制特任専門
員に着任した。11月1日付で年俸制特任研究員（プロジェ
クト枠）に松林和也が着任した。
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1. 45 m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第35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を本
格提供し、ならびにZ45受信機を一部機能制限し共同利用
に提供した。採択件数は、「一般」は国外5件を含む23件
（応募29件）、ASTE望遠鏡との「ジョイント」は国外1件を
含む4件（応募6件）、「ショートプログラム」は国外1件を含
む12件（応募29件）、であった。
　悪天候で本来の観測ができない場合に実行される「バッ
クアッププログラム」は1件（応募1件）が採択された。プ
ロポーザル締切後に応募できる「DDTプロプログラム」は
2件（応募3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。なお「ラージプログラム」の応募
は無かった。また、S40受信機の共同利用への提供を停止
した。
　3月17日以降、マスターコリメータ駆動システムの不具
合により共同利用観測を中止した。その後に観測予定で
あった共同利用観測は一部を除き来シーズンに持ち越すこ
ととなった。

（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。
・新・旧2つのビーム伝送系中にあるミリ波較正装置の駆
動系について改修が完了し、来年度以降改修する、ミ
ラー切替装置駆動系の設計を実施した。
・マルチビーム受信機FORESTから出力される IF信号
の接続変更を行い、分光設定をより柔軟に設定できる
Spectral Window modeを実現した。
・データアーカイブや、CASAによるデータ解析、pipeline
処理等、将来の自動観測に向けた整備を開始した。
・アンテナ架台部の補修塗装を行った。
・デジタル分光計 ROACH、90 GHz連続波カメラ、

22/43/86 GHz同時VLBI観測システムなどの持ち込み装
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(1–0)、13CO(1–0)、
C18O(1–0)、N2H+(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。オリオン分子雲データでは、
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 Unbiased 
Galactic plane Imaging survey with the Nobeyama 45-m telescope）
　これまでで最も角分解能の高い12CO(1–0)、13CO(1–0)、
C18O(1–0) の 3 輝線同時の銀河面サーベイ観測を進めてい
る。平成28（2016）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22平方度と2平方度、合計24平方度の
データを得ることができ、現在までに130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、最遠方分子雲の検出や、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 Multiline 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、2015年4月に観測
を開始した。今年度は新たに79銀河の観測を終了し、これ
までの撮像銀河数は129天体（当初計画の54 %）となった。
このうち、棒渦巻銀河NGC 2903についてのガス密度と星
生成効率の関係については査読論文として発表（Muraoka 
et al. 2016, PASJ, 68, 89）、矮小銀河NGC 2976についても投
稿した（本原稿執筆時点で受理済み）。その他、修士論文2
編、卒業論文5本が執筆された。並行して、データ解析の自
動化を進めた。

2. 太陽強度偏波計

・平成27（2015）年度より引き続き、強度偏波計の装置運
用を行っている。
・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、これまで通り世界中の研究者が自
由にデータを利用することが可能である。
・4台のアンテナ（1, 2, 9.4, 17 GHz）について、摩耗の著し
い極軸駆動部ギアの交換を行い、アンテナの指向精度を
改善した。

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。本年はSPARTの観
測を軸に、SPARTが捉えた金星のCO混合比の短期スケー
ルの変動の起源を探るべく、アタカマ大型ミリ波サブミ
リ波干渉計（ALMA）、日本のVenus Climate Orbiter衛星
AKATSUKI（JAXA/ISAS）や、北海道大学が運用する名寄
のピリカ望遠鏡を用いた近赤外観測との同時観測・連携研
究をスタートさせた。これにより、金星の低層から高層に
至るダイナミクスに誘起される物質循環と光化学反応ネッ
トワークのリンクの謎を紐解く。また本年は、旧干渉計
棟（IB）の自然科学研究機構野辺山展示室の一角において
SPARTのコンソール室での本格運用を開始し、一般見学者
が、SPARTの観測の様子や、太陽系地球型惑星の観測につ
いて俯瞰できるように、一般向けの解説コーナーを設けた。

（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）
により、野辺山電波へリオグラフ（NoRH）の科学運用は行
われている（https://hinode.isee.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、昨年度よりさらに一か国増
えて、米国、英国、中国、韓国、ロシア、ドイツ、日本の7
カ国の研究者（計30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。2016年9月には、名古屋大学で
「Solar Physics with Radio Observations - Continued Operation of 

Nobeyama Radioheliograph -」という国際会議が開催された。
参加者は、計36名（うち、海外から20名）であり、研究結
果のまとめや運用延長期間中における研究テーマなどに関
する講演が行われた他、中国の新太陽電波望遠鏡との連携
を含めた将来計画に関するパネルディスカッションも行わ
れ、積極的に意見が交わされた。

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46,636
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40件（施設案内週間、SSH等も含む）、出張
講演依頼が4件、撮影・取材依頼は20件あった。地元連携に
力を入れていることもあり、長野県にある地方局、地方紙
といった地方のメディアだけでなく、NHKなどの全国の

メディアからの依頼も多くなっている。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8件あ
り、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3校、4人の生徒を受け入れた。SSH等について
は3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。特に今年度は、7－9月限定で、
自然科学研究機構野辺山展示室の仮オープンを実施した
（詳細は後述）。ウェブでは、今年度はスマートフォンに対
応したページとするために、全面的な刷新を行った。
　今年度は新たに星空撮影会というイベントを行った。こ
れは、一般の方からの夜間の構内での撮影の依頼が多く
あったためである。観測に支障のない時期に設定して実施
した。100名ほどの応募があり、31名を選考して実施した。
撮影されたデータを観測所のために提供してもらい、オリジナ
ルカレンダーや特別公開など様々な用途で使用している。

（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、ベジ
タボウルウィズを会場として、信州大がホスト役となって
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。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、東京大学木曽観測所などと連携し、「長野県は宇
宙県」連絡協議会を立ち上げた。11月23日に信州大学松本
キャンパスにてミーティングを行い、約100人が集まった。
その後、ホームページを立ち上げ、主にメールなどにより
連絡をとりつつ活動を開始した。

（3）自然科学研究機構野辺山展示室
　昨年度に行った干渉計棟改修工事および4D2Uの整備を
うけ、今年7～9月に限り、仮オープンとして運用を行った。
この期間には4Dシアターも実施した。アンケートの結果
から、3か月間で約8000人が入場し、天文台だけでなく、入
場者の自然科学研究機構の他の研究所の認知度が向上して
いることがわかった。

（4）NRO研究会ワークショップ
・平成28年7月20日－7月21日

NRO-ALMA Joint Science/Development Workshop 2016（代
表：齋藤正雄、伊王野大介（チリ観測所））
・平成28年12月19日－12月20日

ALMA/45 m/ASTE Users Meeting 2016（代表：秋山永治、
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伊王野大介、立松健一（チリ観測所）、齋藤正雄）
・平成29年3月28日－3月29日
野辺山45 mレガシー銀河面サーベイ研究会2016（代表：
南谷哲宏）

5. 教育

　総研大博士課程後期2年の学生を受け入れた。鹿児島大
学、筑波大学より博士課程後期3年の学生各1名を受託院生
として受け入れ、各自、45 m電波望遠鏡の観測に基づいた
論文により博士の学位を取得した。
　総研大主催で45 m電波望遠鏡を用いた「電波天文観測実
習」を6月6日～10日に実施し、12名の学部学生が参加した。
参加者の3分の1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、学部学生が電波望遠鏡による本格的な観測を
体験し、今後の進路を考える上で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
　鳥居　和史　特任助教

（2）退職・異動
　齋藤　正雄　准教授　TMT推進室へ
　荒井　　均　研究支援員
　畳谷　仁男　専門研究職員
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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および高萩32 m電波望遠
鏡を維持し、大学の研究に貢献している。さらに、VERA
を韓国のVLBIネットワークである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28（2016）年度は536回、4,410
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観測データは水沢相関局で相関処理が行われ、
共同利用観測や大学連携VLBI観測については各観測者へ、
プロジェクト観測や測地観測については各解析担当者へ相
関データが送られている。
　平成28（2016）年後期ならびに平成29（2017）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10月に実施され、合わせて9件224時間の観測
提案がよせられた。海外からの提案は4件82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5件138時間が採択された。

（2）VERA科学成果
　平成28（2016）年度の水沢VLBI観測所よる科学的成果と

しては、合計40本の査読論文が発表されており、うち4本は
水沢VLBI観測所員が筆頭著者として出版している。内訳
は、VERAの位置天文観測プロジェクトに直接関わる論文
で9本、韓国VLBIネットワークKVNと組み合わせた日韓
合同ネットワークKaVA（KVN and VERA Array）の成果で1本、
国内の大学連携VLBI（JVN）で2本となっている。その他
の成果としては、これまでのVERAの活動をベースにした
他のVLBIアレイやALMA、多波長観測も含むAGNや時間
変動天体の観測的研究成果が多く発表されている。とりわ
け国際共同研究論文が31本あることは特筆すべきである。
　VERAによる観測成果としては、メーザー源の固有運動
と視線速度を組み合わせた新たな手法による大質量星形
成領域 Ｇ7.47＋0.06 の距離計測があげられる。この成果は、
年周視差計測が困難な10 kpc（約3万光年）を超える遠方天
体に関しても、高精度な固有運動計測によって、20 ± 2 kpc
という誤差10 %の高精度で決定できることを実証したと
いう意義がある。また、VERAを用いた星形成分野の研究
として、鹿児島大学が中心となって進めた大質量星形成領
域Ｓ255におけるアウトフロー領域でのジェット駆動バウ
ショックの検出が顕著な成果としてあげられる。晩期型星
の観測においては、VERAで開発が進められた広帯域観測
システムを用いた4周波数帯同時の SiO（一酸化ケイ素）
メーザーのVLBI撮像観測が世界で初めて成功している。
これは、野辺山45 ｍ電波望遠鏡やKVNと組み合わせた新
たな研究発展に実用化されることが期待される。日韓合同
ネットワークKaVAを用いた晩期型星からのSiOメーザー
では初めての観測成果が発表されている。活動銀河核の研
究に関しては、疎性モデリングの手法を応用した新たな電
波干渉計による画像合成法が発表されている。

2. 大学VLBI 連携観測

　大学VLBI連携観測事業は、国立天文台と6大学の共同
研究として実施されている。VERAおよび大学・研究機関
（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て日本VLBI観測網（JVN）とし、
6.7 GHz・8 GHz・22 GHz の3バンドが利用可能である。平
成28（2016）年度には合計約300時間のVLBI観測を実施し
た。また JVNに関連する研究として、各大学の単一鏡では
最大約4,000時間に及ぶ観測を行っている。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。
　10月には日本天文学会が欧文研究報告PASJで大学連携
の特集号を発行した。この巻には、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

4　水沢 VLBI 観測所
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テムの報告（Yonekura et al.）など JVN関連の成果が8編掲
載されている。このほかの関連する論文を含めて10編以上
の論文出版を行った。また、大学連携の活動が認められて、
山口大学では助教のポストが新設され、北海道大学で JVN
を用いた研究で学位を取得しその後水沢VLBI観測所で研
究員を勤めた元木業人氏が着任した。
　平成28（2016）年7月に茨城局において大学連携ワーク
ショップを開催した。多くの参加者による議論が行われ、
この議論を踏まえたWhite Paperが作成された。「センチ波
帯における高空間分解・時間領域天文学の開拓」を基盤と
した計画となっており、メーザー・星形成は茨城大学、活
動銀河核・ブラックホールは山口大学が拠点となって研究
を行うことになった。特に少数基線の観測、時間変動の観
測、茨城2素子干渉計、山口干渉計の研究などが大きな役割
を果たす予定である。

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、KaVAラージプロジェクト観測、お
よび性能評価観測および試験観測を158観測、合計1,234時
間実施した。観測周波数帯は43 GHz帯と22 GHz帯である。
これらの観測データは韓国天文研究院（韓国大田市）に設
置された日韓共同相関器センター（KJCC）で相関処理が行
われている。
　また平成28（2016）年後期ならびに平成29（2017）年前
期の22 GHz帯、43 GHz帯共同利用公募がVERAに合わせ
て5月と10月に実施され、合計17件582時間の観測提案が寄
せられた。これらはVERAとKVNそれぞれのレフェリー
による審査をもとにVERAおよびKVN合同Time Allocation 
Committeeで審議され、合計12件377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から約2年が経
過し、KaVAを用いた研究成果が着々と創出されつつある。
平成28（2016）年度はKaVA共同利用観測データを主体と
する査読論文が3編出版された。いずれもAGNに関するも
のであるが、可視光でフレアしたクエーサーのフォロー
アップ観測（CGRaBS J0809+5341）、z > 5の高赤方偏移ク
エーサー（J0131-0321等3天体）の高分解能イメージング、
ジェット根元加速領域の高頻度モニター（Ｍ87）と、幅広
いサイエンステーマにわたる研究成果が得られた。とりわ
け前者2つの成果は日韓メンバー以外の研究チームによる
最初の科学成果であり、共同利用観測望遠鏡としてKaVA
ユーザーが世界的に着実に広がりを見せていることを示し
ている。
　また平成27（2015）年度から始まった3つのKaVA Large 
Program（AGN、星形成領域、晩期型星）についても順調に

観測が継続中であり、各ワーキンググループで観測データ
の解析が精力的に進められている。AGN班ではデータの
蓄積によりＭ87ジェットの加速プロファイルがより精密に
決定しつつある。星形成班では87天体を対象に22 GHz水
メーザー、43 GHzメタノールメーザーのサーベイが進めら
れ、大学院生が中心となってデータのコンパイルが行われ
ている。晩期型星班は約80天体の星周メーザーサーベイの
うち、約9割の観測が完了し、詳細な観測天体の絞込作業が
進められている。これらLarge Programの成果進捗のうち
のいくつかは国際研究会等で発表されている。

4. 東アジア

　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（VERA 4局を含む計11局）・韓国（KVN
を含む4局）・中国（天馬65 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
が急ピッチで進められている。EAVN共同利用観測の早期
実現に向け、平成28（2016）年度は計8回の試験観測を行い、
KaVA+天馬によって初のEAVNイメージを取得すること
に成功した。11月には中国貴陽にて「第9回EAVNワーク
ショップ」を開催し、特に上海・ウルムチを始めとする中
国局の研究者と直接密な議論を行い、EAVNを日韓中およ
び関係国（タイなど）で一体となってさらに推進・加速し
ていくことで合意した。早速そのキックオフの一環として、
これまで日韓で構成されていたKaVAサイエンスワーキン
ググループへ中国の研究者も招待し、日韓中によるEAVN
サイエンスワーキンググループが立ち上げられた。
　アレイ性能評価が着々と進む一方、平成28（2016）年度
後半にはミリ波VLBI（EHT）によるブラックホール観測と
のタイアップモニターも実現するなど、EAVNによる科学
観測のデモもいよいよ本格的に始まりつつある。本観測で
はEAVN定常運用を念頭に、KaVA＋中国局＋ JVNで約1～
2週間の頻度でモニター観測に挑戦し、大きなトラブルも
なくオペレーションに成功した。ゆえに平成28（2016）年
度は、性能評価、サイエンス、国際協力、運用という多方
面で、平成30（2018）年内の共同利用観測開始に向け大き
く前進した年といえよう。

5. VLBI測地

　VERAアレイの位置と形状を監視するために、定常的
な測地観測セッションが月に2～3回行われた。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1回のペースで実施された。
IVSセッションの伝送記録帯域の拡張に対応してS/X帯の
1 Gbps記録システムを新規に開発した．
　平成28（2016）年度に、VERA内部測地観測は19回、IVS
セッションへの参加は9回行われ、測地パラメータの最終
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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）年の東北太平洋沖地震（Mw9.0）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28（2016）年度内も地震後の余効変動による継続的な
位置の変化が検出されている。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＝−2.020 m、Y
＝−1.389 m、Z＝−1.060 m、平成28（2016）年度内の余効
変動よる位置の変化はX＝−0.075 m、Y＝−0.059 m、Z＝
−0.014 mとなった。
　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6年経過後も東南東向きの
変動が観測されている。VERA水沢観測局および東京大学
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行っていたが、神岡については平成28
（2016）年中に観測を終了した。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28（2016）年度は、両偏波の対応としてQ帯周波
数変換装置を2台インハウスで製造し試験を実施した。水
沢VLBI観測所が開発したOCTADとOCTADISK 2がKVN
に導入されることとなり、日韓でのVLBI実験をKVN、
VERAおよび開発メーカーの協力で実施しフリンジを検出
することができた。イタリアとのVLBI実験も行い、デー
タ変換を行ったのち全チャンネルでフリンジを検出するこ
とができた。OCTADの改修によりAOV観測へ対応が可能
となった。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、相
関器や気球電波干渉計など基礎技術開発課題に取り組んだ。

7. 保時室業務

　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、平成18（2006）年のオープン以来、
10年の節目となる年を迎え、11月には「10周年記念式典」
を開催し特別企画としてサイエンスカフェ、写真展、天体
観望会などを実施した。平成25（2013）年の石垣市の拠出
による「4D2U」（4次元宇宙デジタル）コンテンツを上映施
設「星空学びの部屋」の併設などにより、年間見学者数は
15,000名を突破するまでに知名度が全国展開し、開館以来
のべ通算見学者数は10万人を超えるなど、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、光学・赤外線反射式105 cm望遠鏡「むり
かぶし」を用いて、ガンマ線バーストや超新星、太陽系
天体の観測などを大学と連携して実施しており、超新星
SN2016coi、彗星15Ｐ／Finlayの観測的研究など、石垣島天
文台の観測データに基づく3編の欧文査読共著論文が発表
され、通算で19編となった。
　一方、平成28（2016）年に15年目を迎えた「南の島の星
まつり」（国立天文台後援事業）は参加者が例年増加傾向に
あり、特にライトダウン観望会には約11,000名が参加した。
特別企画の映画「おかえり、はやぶさ」上映会や星空フォ
トコンテストも開催されたほか、歌人俵万智さんを選者と
した「美ら星の歌」の短歌募集なども催され、イベント全
体として約13,000名が参加する夏の風物詩として、地元に
定着した感がある。
　教育面では、高校生対象の「美ら星研究体験隊」や琉球
大学の学生を対象とした観測実習を開催した。「美ら星研
究体験隊」では高校生の観測で3つの未同定天体が検出され、
そのうち一つについては石垣島天文台の発見と認められ、
国際天文学連合小惑星センターから仮符号「2016PH14」が
付与される成果を得た。
　全国の公開天文台との交流も活発に行われており、その
うち交流協定を結んでいる北海道「なよろ市立天文台」で7
月に開催された星まつりでは、石垣島天文台から見た風景
や星空映像をライブ中継するなど交流を深めた。

9. 広報

（1）特別公開（＜＞内の数字は参加者数）
平成28（2016）年4月17日　茨城局および茨城大学宇宙科学
教育研究センターで第7回「公開天文台」＜348名＞
同年7月17日　鹿児島市錦江湾公園の6 m電波望遠鏡周辺
にて「七夕祭り」（鹿児島市教育委員会、鹿児島大学理学
部ほかと共催）＜約200名＞
同年8月6日～14日　石垣島天文台およびVERA石垣島観測
局で「南の島の星まつり2016」に合わせ特別公開＜石垣
島天文台338名、VERA石垣島観測局252名＞
同年8月8日　VERA入来観測局で「八重山高原星物語
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2016」と共同開催＜約4,500名＞
同年8月20日　水沢地区で、「いわて銀河フェスタ2016」＜
約2,500名＞
平成29（2017）年2月12日　VERA小笠原観測局で「スター
アイランド16」＜227名＞

（2）常時公開
　研究観測施設の見学を通じて、広く一般市民が天文学へ
の関心を持ち研究への理解が得られるよう、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に通年で常時公開している。平成28（2016）年度の各
局の見学者は以下のとおりである。
① 水沢VLBI観測所　　18,100人
　（奥州市運営「奥州宇宙遊学館」の協力による）
② VERA入来観測局　　5,949人
③ VERA小笠原観測局　9,930人
④ VERA石垣島観測局　2,442人
⑤ 石垣島天文台　　  　 15,061人
　（うち「星空学びの部屋」4D2U鑑賞者4,317名）

10. 教育

（1）大学院教育・学部教育
　平成28（2016）年度は、年度当初より東京大学および総
研大からそれぞれ博士課程2名の院生を受け入れた。これ
に加えて、総研大からは秋入学の留学生1名も受け入れて
いる。このうち総研大の1名は博士号を取得し、別の総研
大の1名は博士号取得前に就職が決まっている。また、総
研大サマースチューデントとして日本大学から学部生1名
を受け入れ、研究指導を行った。平成21（2009） 年から始
まった琉球大学との連携授業が今年度も開催され、8月22
日～25日に琉球大学西原キャンパス（本部）で講義を、8月
29日～9月1日にVERA石垣島局と石垣島天文台で観測実習
を開催し、約30名が受講した。講義は琉球大学のサテライ
トキャンパスでも配信され、多くの一般市民にも公開され
ている。そのほかにも、東京大学や東北大学、帝京科学大
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28（2016）年8月3日～5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」補助事業「美ら星研究探検隊」を開催し、
兵庫県や沖縄本島からの2名も含む計17名の高校生を受け
入れ、観測研究体験を行った。特に石垣島天文台における
観測では、新小惑星候補天体が発見され仮符号が与えられ
るなど成果が得られた（8. 石垣島天文台の項に詳述）。同
年8月8日～10日には、「第10回Z星研究調査隊」がVERA水
沢局で開催され、東北地方各県の高校生15名を対象に電波

望遠鏡を用いたメーザー天体探査を行われた。また、SSH
（スーパー・サイエンス・ハイスクール）事業の一環で、昨
年度に引き続き秋田県立横手清陵学院高等学校での活動に
協力、VERA水沢観測局において電波望遠鏡を用いた観測
研究の指導を行った。
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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他、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1992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、光球ベクトル磁場観測については、2010年より、赤外
ストークス・ポーラリメータに置き換えて行っている。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機構解明も視
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：鉄原子1.565ミクロン線、彩
層：ヘリウム原子1.083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（2014）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。2波長化の際に光路波長に設計ミスがあり、これま
でカメラを設計位置からずらして対応していたが、今年度
観測を約5か月間中断し改修を完了させた。さらなるデー
タ改良のため、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」の中で新たな赤外カメラの開発を行っており、今年
度、赤外線検出器制御回路SIDECAR+MACIEカード、赤外
線検出器H2RG EG-Cを購入した。

（2）黒点・白斑・Hαフレアなどの定常観測
　1929年以来継続している黒点の観測は、現在新黒点（太
陽全面）望遠鏡にて口径10 cmの屈折望遠鏡と2K×2K素子
のCCDカメラにより、得られたデジタル画像から、黒点を
自動検出する手法で行っている。2016月4月－2017年3月で

は241日の観測を行った。
　太陽全面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。平成27（2015）年度の 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
ている。太陽活動は下降時期であるが、この改良により多
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っており、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、平成
27（2015）年度からはCa Kフィルターによる撮像観測も追
加している。
　以上のような定常観測データは、リアルタイム画像も含
め、太陽観測所ウェブページで公開している。
　シーロスタットやその他の既存装置についても、日常的
な観測をより定量的な速度場や磁場まで含めた広視野観測
を行うことができるよう、また観測・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）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に
供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り、これらを
デジタル化して、整理の終わったものから公開を進めてい
る。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
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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。
　平成26（2014）年度末で野辺山太陽電波観測所が閉所さ
れ、太陽電波強度偏波計は野辺山宇宙電波観測所の管理と
なっている。従前と同等に偏波計データの質の保証を行う
ため、大学のユーザーも含めたデータ検証会を月に一度開
催しており、太陽観測所もデータ検証に参加している。

3. その他の活動、人事異動など

　国際協力については、平成16（2004）年度以来行ってい
るペルーにおける太陽観測のための支援を継続しており、
ペルー現地における太陽用分光器の立ち上げを支援してい
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の他、現地での候補地
の調査・選定が進んでいる。また、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（Fe XIV 
530.3 nm）の2次元強度・速度場観測を支援しており、今
年度、故障した電子部品の修理を行った。中国では25 cm
コロナグラフを建設する計画がある。これに乗鞍コロナ観
測所の25 cmコロナグラフ用レンズを提供するため、展示
室に展示してあった25 cmレンズを今年度清掃し保管した。
平成28－29年度実施の日露二国間交流事業（代表は東京大
学・横井喜充）にて相互訪問と共同研究を実施している。
　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（Hαリオ・
フィルター、磁場測定用の望遠鏡およびシーロスタット）
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。移転先が決まるまで三鷹にて保管する。
　太陽コミュニティ全体会合として「太陽研連シンポジウ
ム」を宇宙科学研究所にて平成29（2017）年2月20日～22日
に共催し、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を設け、共同利用・将来計画に関す
る議論を行った。
　太陽観測所では太陽の基本データを取得しているため教
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、森田諭・専門研究職員の平成29（2017）
年3月末で任期満了に伴い後任を特任専門員で公募した結
果、再任が内定している。人材のより効率的な活用を図る
ため、太陽プロジェクトの再編を行うこととなり、太陽観
測所はひので科学プロジェクトと合併し、新年度より、太
陽観測科学プロジェクトとなる。
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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、新たに搭載されたバンド5受信機を用いた観測
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、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5回目の共同利用観測が、「Cycle 4」とし
て、平成28（2016）年10月に開始された。Cycle 4では、12 m
アンテナを40台用いた干渉計観測、ACA観測（7 m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種類が提供された。Cycle 4では、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）
と拡大された。このほか、観測時間が50時間を超える長期
共同利用、ミリ波VLBI、ACA単独観測、太陽観測、スペ
クトル線偏光観測が共同利用で可能になったことが大きな
特徴であった。Cycle 4では全世界から合計1,571件の観測
提案が提出された。
　6回目の共同利用観測が、「Cycle 5」として公募された。
Cycle 5では、12 mアンテナを43台用いた干渉計観測、ACA
観測（7 m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

ンドは従来の3, 4, 6, 7, 8, 9, 10に新たにバンド5を加えた8種
類、基線長は最大16.2 km（バンド3–6）、8.5 km （バンド7）、
または3.6 km（バンド8–10）が提供される予定である。バ
ンド3–6ではALMA最大基線長が共同利用に供されること
が特筆すべき進展である。観測提案は、日本時間2017年4
月21日00:00に締め切られる。Cycle 5は2017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。
大阪産業大学の井上昭雄らは、すばる望遠鏡で発見された
131億光年彼方の銀河をALMAで観測し、電離酸素の輝線
を検出した。これは酸素の検出としての史上最遠記録を塗
り替える成果である。またこの銀河は宇宙誕生後数億年～
10億年の間に起きた「宇宙再電離」を引き起こした天体の
一つとも考えられ、いまだ謎に満ちた宇宙再電離期に迫る
重要な成果である。東北大学の下西隆らは、ALMAを用い
て大マゼラン雲を観測し、大質量原始星のまわりに多様な
分子を含む雲「ホットコア」を発見した。これは、我々の
住む銀河系外では初めての発見であった。また、今回発見
されたホットコアは銀河系内の同種天体に比べ化学組成は
大きく異なることが明らかになった。ホットコアには有機
分子も多く含まれることから、宇宙の化学的多様性を調べ
るには重要な意味を持つ。大マゼラン雲は銀河系より重元
素量が低いことが知られており、重元素量が低かった宇宙
初期における有機分子の分布を解き明かす重要な手がかり
となる成果である。茨城大学の塚越崇らは、ALMAを用い
て若い星うみへび座TW星を観測し、原始惑星系円盤内の
塵の分布を詳細に描き出した。さらに2波長での観測結果
を比較することで、半径22天文単位のところにある隙間に
大きな塵が欠乏していることを明らかにした。理論モデル
と比較するとこの隙間にすでに海王星程度の質量の惑星が
存在していることが示唆される。原始惑星系円盤のどの位
置でどのような惑星が形成されるのかを明らかにする成果
といえる。

3. 教育活動・インターンシップ受け入れ

　大学の夏休み期間中、サマースチューデントとして5人
の学部学生をチリ観測所に受け入れた。うち3人は三鷹に、
2人はチリに滞在し、研究活動を行った。また、滞在型研究
員として、国内からは大阪府立大学と東京大学の大学院生
をそれぞれ1名ずつ、海外からはチリ大学（チリ）とライデ
ン大学（オランダ）のポスドク研究員をそれぞれ1名ずつ、
約1ヵ月の期間にわたって受け入れた。
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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40件掲載された。またALMAを取り上げたテ
レビ・ラジオ番組は11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6月にはNHK総合「おはよう日本」にてALMAに
よる最遠の酸素の検出の成果が、平成29（2017）年3月には
NHK総合「ニュースウオッチ9」にてALMAを用いた原始
星観測の成果が紹介された。最遠の酸素の検出については、
海外を含め400を超えるウェブニュースサイトに掲載され
たほか、茨城大学の塚越氏らによるうみへび座TW星の観
測成果がBBCウェブサイトで紹介されるなど、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51件のニュース記事、8件のプレスリ
リースを掲載した。またメールマガジン（購読者数約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28（2016）年度末現在での購読者（フォロ
ワー）は約33,250名である。
　平成28（2016）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
28（2016）年度には17件の一般向け講演およびサイエンス
カフェを行い、数多くの来場者と対話によりALMAの現
状を報告し、ALMAとその成果に対する興味喚起を図っ
た。特に平成28（2016）年11月26日には名古屋市科学館に
て「第22回アルマ望遠鏡公開講演会 アルマ望遠鏡で探る星
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。
　国立天文台ニュースでは、平成28（2016）2016年4月号と
11月号でALMAの半年ごとの成果を紹介するミニ特集を
企画した。
　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28（2016）年11月17日には、国立天文台、欧州南天
天文台、米国北東部大学連合の代表者がサンティアゴに集
まり、ALMA望遠鏡の三者管理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28（2016）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1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

・2016年7月20–21日　国立天文台野辺山宇宙電波観測所
　NRO-ALMA Science/Development Workshop 2016
・2016年9月20–23日　Renaissance Indian Wells Resort & Spa, 

Indian Wells, CA, USA
　Half a Decade of ALMA: Cosmic Dawns Transformed
・2016年12月19–20日　国立天文台三鷹キャンパス
　ALMA/45 m/ASTE Users Meeting 2016
・2017年3月24日　岡山理科大学
　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）

井口　聖　住友財団基礎科学研究助成
亀野誠二　天文学振興財団国際研究支援事業
木内　等　総務省外部資金（SCOPE: 戦略的情報通信研究

開発推進事業）電波有効利用促進型研究開発
（先進的電波有効利用型フェーズ I）

8. 研究員の異動等

（1）採用
Xing Walker Lu　特任研究員
Naslim Neelamkodan　特任研究員
泉奈都子　特任研究員
徳田一起　特任研究員（大阪府立大学へ在籍出向）
Sarolta Zahorecz　特任研究員（大阪府立大学へ在籍出向）
橋本拓也　特任研究員（大阪産業大学へ在籍出向）
高橋実道　特任研究員（工学院大学へ在籍出向）

（2）退職・異動
諸隈佳菜　特任研究員
竹腰達也　特任研究員

9. 主な訪問者

・2016年9月15日
水落敏栄文部科学副大臣が合同アルマ観測所サンチャゴ
事務所を視察
・2016年10月13日
在チリ日本国大使館　折原茂晴参事官がALMA山麓施設、
山頂施設を視察
・2016年10月18日
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永野博氏（政策研究大学院大学；元OECDグローバルサ
イエンスフォーラム議長）がALMA山麓施設、山頂施設
を視察
・2016年11月23日
中国科学院国家天文台長一行が国立天文台サンチャゴ事
務所を訪問

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
測提案をより強固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
も貢献するとともに、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28（2016）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、3ヵ月の共同利用を実施した。
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。さらに、野辺山45 m望遠鏡の観測時間を同時に要求で
きる Joint枠を新たに設置した。共同利用観測およびGTO
提案は合計14件 （共同利用9件、Joint 4件、GTO 1件）が提
出された。観測提案の審査はミリ波サブミリ波プログラム
小委員会で行い、合計11件（前期：共同利用6件、Joint 4件、
GTO 1件）の観測提案が採択された。平成28（2016）年9月
26日から12月8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いる。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の運用4年目
であった（XC30のリース期間は5年間）。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。平成27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賃貸機材であるが、本部
局ではその他の非賃貸機材機材として次のような機材を自
力構築し、共同利用運用を実施している。重力多体問題専
用計算機GRAPE類、中小規模計算を実行するPCクラス
タ群、それらに付帯する大規模ファイルサーバ、計算結果
データを処理するための解析サーバ群、そして全体の計算
機システムを包含するネットワーク機材。これらの機材は
スーパーコンピュータシステムと連携することで日本国内
外の研究者による数値シミュレーション研究の中核を形成
している。重力多体問題専用計算機GRAPEシステムにつ
いては、その有効利用と共同利用活動促進のために本年度
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。XC30、GRAPE、PCクラスタについては審
査制を経て計算機資源の割り当てを行う方式となっており、
本年度の利用状況や申請・採択状況は下記の節以降に示す
通りである。また本年度には本プロジェクトの共同利用計
算機群を用いた研究によって前（平成27）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112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努め
ている。また、本プロジェクトが運用する計算機を利用し
て得られた研究成果の出版と広報を促進するために利用者
向けの論文出版費用補助制度を継続施行している。このう
ち平成27年度中に採択されて平成28年度に支払いを実施し
たものは2件、平成28年度中に採択されて平成28年度に支
払いを実施したものは2件（約9万円）であった。

□Cray XC30に関する統計
-稼働状況
・年間運用時間　8550.7 時間
・年間core稼働率　89.84 %
-利用者数
・カテゴリS      ：前期採択 0件、後期採択 0件、合計 0件
・カテゴリA      ：年度当初 12件、後期採択 1件、合計 13件
・カテゴリB+    ：年度当初 8件、後期採択 1件、合計 9件
・カテゴリB      ：年度当初 91件、後期採択 10件、合計 101件
・カテゴリMD  ：年度当初 13件、後期採択 4件、合計 17件
・カテゴリTrial： 34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 2件、後期採択 1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：1件（通年の総数）

□計算サーバに関する統計 
-稼働状況
・年間運用時間　8597.4 時間
・年間ジョブ稼働率　72.9 %
-利用者数　41名（通年の総数）

（2）講習会・ユーザーズミーティング
　共同利用計算機システムの利用者に対する教育・普及、
および若手研究者の育成を目的として以下に示すような各
種の講習会や学校を開催し、好評を得た。また利用者との
直接情報交換の場としてユーザーズミーティングを開催し、
多数の参加を得て有意義な議論が行われた。

□ Cray XC30 初級講習会
平成28年8月29日　参加者 5名
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□ IDL講習会
平成28年8月30日　参加者 6名

□ Cray XC30中級講習会
平成28年8月31日　参加者 7名

□ 流体学校
平成29年2月18－21日　参加者 40名

□ N体シミュレーション立春の学校
平成29年2月8－10日　参加者 12名

□ ユーザーズミーティング
平成28年11月29－30日　参加者 67名

3. 広報活動

　平成28年度中にCfCAから以下の2件のリリースを行った。
・「横顔が輝く宇宙灯台：謎の超高輝度X線パルサーの正
体をスパコンがあばく」（平成28年9月8日、CfCA 川島朋
尚、大須賀健ら）

・「土星の輪、誕生の謎を解明」（平成28年10月17日、神戸
大学・兵頭龍樹氏ら）

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。
　本年度も前年度に引き続き、「いわて銀河フェスタ2016」
（水沢地区特別公開、平成28年8月20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、
CfCAの大須賀健助教が特別講演会の講師の一人となり、
アテルイを利用したブラックホール研究の最新成果につい
て講演を行った。また、「三鷹・星と宇宙の日2016」（三鷹
地区特別公開、平成28年10月22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。また、今年からアテルイで使われていた筐体
パネルの展示を行い、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28年度には高
校の団体見学1件の対応を行った。さらに、野辺山宇宙電
波観測所内に期間限定でオープンした自然科学研究機構野
辺山展示室にCfCAの研究成果のポスター展示と、CfCAで
使用されてきたGRAPEの実機の展示を行った。

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「土
星リングの力学（II. プロペラ構造）」「原始惑星の巨大衝突」
「微惑星の形成」を平成28年7月にウェブ上での公開・配布
と、利用申請を受けてのドームマスター形式のファイルの
配布を開始した。このうち、「原始惑星の巨大衝突」「微惑
星の形成」と、平成27年に制作した「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」は、スマート
フォンを使ってバーチャルリアリティ（VR）で見られる形
式でYouTube上で公開した。
　4次元デジタル宇宙ビューワーMitakaは平成28年7月に
ver.1.3.2をリリースし、木星探査機ジュノーやケプラー宇
宙望遠鏡の3Dモデルの表示、イタリア語・インドネシア
語・ポルトガル語・タイ語の追加、水星の地形と地名の
表示が追加された。さらに平成29年2月には、VR対応の
Mitakaの正式版をリリースした。これはVRヘッドセット
のOculus Rift製品版（CV1）とHTC Viveに対応している。
Mitakaが表示する宇宙の中を自由に歩き回ることや惑星や
探査機モデルなどを覗き込むことができるなど、通常の
Mitakaよりも高い自由度で全方位に広がる宇宙を楽しむこ
とができる。
　さらに平成28年度は、「いわて銀河フェスタ2016（水沢地
区特別公開）」「野辺山特別公開2016」「三鷹・星と宇宙の日
2015（三鷹地区特別公開）」「大学共同利用機関シンポジウ
ム2016」において、“Mitaka VR”と題して来場者がVR体験
をできるコーナーを設けた。これにより、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。
　また、制作したコンテンツの提供を、国内外に対して
行っている。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。平成28年4月に
ドーム全体を立体視対応させた富山県の黒部市吉田科学館
のプラネタリウムには、Mitakaやこれまで制作した立体映
像のドームマスターデータをすべて提供し、導入されてい
る。また、夏季に限定でオープンした自然科学研究機構野
辺山展示室にも4D2Uシアターが設置され、4D2Uのすべて
の立体視コンテンツが導入された。さらに、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（現在は8機
関により構成）である。国立天文台内では本プロジェクト
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が中心となって活動が展開されている。本拠点では基礎科
学の中でも素粒子・原子核・宇宙物理といった基礎物理の
理論的研究を主に計算機を用いて推進する。特に素粒子・
原子核・宇宙物理における学際研究の実行に向け、計算基
礎科学を軸に基礎研究を推進して行くことが目的である。
計算基礎科学の研究を行っている、あるいはこれから行お
うとする研究者を、単独の機関ではなく共同してきめ細か
で且つ強力にサポートすることが本拠点の大きな特色であ
る。また、計算機の専門家の立場からスーパーコンピュー
タの効率的な使い方や研究目標達成のために必要な新しい
アルゴリズムの開発などを全国の研究者にアドバイスし
ていくことも重要な使命である。本拠点は平成26年度より
「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、
その活動は昨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
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力学のシミュレーションコードを
駆使し、ブラックホールおよび中性子星周囲の降着円盤と
ジェットの大局的シミュレーションを行った。その結果、
ブラックホールばかりではなく、中性子星の場合であって
も超臨界降着が可能であることがわかった。中性子星が強
い磁場を持つ場合、中性子星周囲に磁気圏が形成され、降
着円盤中のガスが最終的に磁極から中性子星に降り注ぐこ
とを解明した。どちらの場合も、軸方向に強力なジェット
が噴出することも示した。
　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・大須賀健助教が参
加しており、原子核・素粒子を専門とする他の運営委員と
議論を重ねながら計算科学を軸に宇宙物理研究の発展を加
速するべく協議を重ねている。

（2）HPCIコンソーシアム
　本プロジェクトは平成22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。「ポスト京」計画には既に予算が措置
され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）　　　大谷友香理
（研究支援員）　川島朋尚、瀧 哲朗、田中佑希、長谷川鋭

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）　押野翔一
（研究員）
（研究支援員）　　川島朋尚
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　科学衛星「ひので」は、平成18（2006）年9月23日に宇宙
航空研究開発機構宇宙科学研究本部（以後 ISAS/JAXA）が
打ち上げた人工衛星で、「ひのとり」（昭和56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2名（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28（2016）年度は衛星飛翔後第10年次にあたる。
JAXAに対し、平成29（2017）年度以降の衛星運用延長の申
請を行い、4年間（平成32年度末まで）の延長が認められた。
NASAに対するさらに3年間の運用延長申請は、2017年7
月に開催されるSenior Reviewの評価を待って行われる予
定である。ESAについても、Science Programme Committee
（SPC）において、2018年度末までの延長が認められており、

2019–2020年度についても内定しているが、最終決定は来
年度に予定されている。STFCについては、2017年度に今
後2年間の運用延長を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た。フィルター撮像観測（FG）に
用いるカメラは、平成28（2016）年2月25日に過電流が検知
され、このカメラの電源をオフにし、それ以後FGによる
撮像観測は停止している。原因についてはFG電源中の短
絡故障と特定されている。
　X線望遠鏡（XRT）は、軟X線によって太陽コロナ・プ
ラズマを捕らえる望遠鏡である。斜入射光学系を踏襲して、
空間分解能を改善し、より広い温度範囲の太陽コロナ・プ
ラズマが観測できるように波長特性を改善している。また
解像度1秒角に迫る解像度が実現されている。検出器面の
汚染による分光特性の時間変化が較正できるようになり、
分光性能を用いる解析も可能となっている。
　極紫外受像分光装置（EIS）は、極端紫外線の輝線の分光
観測によって、彩層・遷移層・コロナ・プラズマの温度・
密度および速度を得る装置である。スリットとスロットを
動かすことで多波長での分光と撮像を実現する装置であり、
光球とコロナの中間に位置する彩層、遷移層からコロナに
到る観測により、光球で発生したエネルギーがコロナで散
逸するまでに、いかに伝達されているかを探ることを目的
としている。
　3望遠鏡の観測運用とデータ取得のためにミッション
データプロセッサー（MDP）が搭載されている。「ひので」
衛星の科学目的を遂行するためには、3望遠鏡による協調
観測が重要であり、それらを統括するMDPの役割が重要
である。特にXRTは、露光時間調整・観測領域選択・フレ
ア検出機構などの機能をMDPが担っており、望遠鏡との
密接な連携が必須である。
　「ひので」衛星のデータは、鹿児島局（USC）とともに、
ESAとの協力によるノルウェイのSvalsat局を中心にして
ダウンリンクが行われ、全周回にわたるデータ取得が可能
である。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
増加がはかられ、安定した定常科学観測を継続することが
できている。
　得られたデータは、ISAS/JAXAに集結し、FITS化され、
生データに近い形の「Level-0」データとして、世界の研究

8　ひので科学プロジェクト
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者に供されることになっている。平成27（2015）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218日（このうち業務委託にるものは76
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、27.1  %（対国内）、17.1 %（対全体）である。平成19
（2007）年5月27日よりスタートした「ひので」取得全デー
タの即時公開は、その後もひので科学センター（HSC）を
通じて、継続的かつ安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29（2017）年3月までのHOP
申請数は延べ337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。また本年度
よりALMAを用いる太陽観測がサイクル -4よりスタートし、
ALMAとの共同観測研究を行うHOPが付け加わっている。

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、
科学成果の公開をはかっている。
　平成28（2016）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10編であり、
平成29（2017）年3月末の時点で、延べ数として260編とな
る。ちなみに「ひので」に関する6大誌（ApJ、AAp、SP、
PASJ、Nature、Science）掲載の査読付論文数は942編である。
近年飛翔した太陽衛星観測衛星（SDO・IRIS）や最新の地
上観測装置（ALMA）との共同観測をさらに深め、飛翔10
年を経ても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28（2016）年度は、当該プロジェクトに所属する研
究員（特任研究員）1名が在籍している。
　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28（2016）年
度は、LOC担当が日本側となっており、第10回会議を平成
28（2016）年9月5－9日に名古屋大学において共同開催した。
海外14か国より153名の研究者が参加し、発表論文は161篇
を数えた。
　「ひので」衛星打ち上げ10周年に係る活動として、
1. 記念動画を制作した：

https://www.youtube.com/embed/dqoIqXiz1Dk
2. NAOJ・ひので科学プロジェクトのホームページをリ
ニューアルした。

3. 記念講演会を平成28（2016）年9月10日に名古屋大学で開
催した。

4. 天文月報特集号（第109巻8～10月号）を刊行した。
5. 国立天文台ニュース特集号（2017年1月号）を刊行した。
6. ポスター（太陽観測衛星ひので・熱いまなざし）を発行
した。
　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28（2016）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1に示す。

表1. 長期滞在者

氏名 所属（国）
Rutten, Robert J. U. Utrecht（オランダ）
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9　重力波プロジェクト推進室

　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
史上初検出が発表されたこと、および神岡鉱山の地下に
初めて建設された基線長3 kmのレーザー干渉計型重力波
検出器 iKAGRAの試験運転実施が、平成28（2016）年を
象徴する出来事であった。これまでの重力波観測により、
KAGRAが恒星質量ブラックホール連星から発生する重力
波を1 Gpc以内で検出することができるだけの感度を持て
ば、その観測が可能であるということが示された。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の建設を推進しており、特に、iKAGRAの
運転においては主要な役割を果たした。当推進室は現在、
検出器を構成する最大のサブシステムである防振システム
（VIS）をインストールするため、現地にて集中的に作業を
進めている。そのため、推進室メンバーの内10名以上が定
常的に神岡分室を拠点に活動している。

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、他の重力波検出器
と比較したKAGRAの独自性がある。
　KAGRAの建設は、段階的な開発計画に沿って進められ

ている。常温のマイケルソン型干渉計である iKAGRAは、
その第1段階である。平成28（2016）年3月には、iKAGRA
のインストール作業が完了し、世界ではじめて地下トンネ
ルに設置されたkmスケールの干渉計を運転することに成
功した。iKAGRAの試験運転は平成28（2016）年3月25日に
開始し、途中一時的な休止を経た上で、4月25日まで続いた。
この試験運転によって、KAGRA施設が所期の性能を満た
すことの確認をすることができ、地下における精密実験装
置の設置や調整に関わるノウハウを蓄積することができた。
KAGRA開発の次期ステップは、bKAGRA phase 1と呼ばれ、
低温マイケルソン干渉計の動作を目標としている。当推進
室では、bKAGRA phase 1の実現に向けて注力をしている。
　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、ミラー性能評価装置、
および主干渉計の光学構成と制御手法の設計と開発が挙げ
られる。加えて、当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）役委員会の活動を通じ
てプロジェクトマネジメントに貢献している。

（1）防振システム
　防振システム（VIS）は、すべての干渉計ミラーと一部
の光学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。当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。
現在では、bKAGRA phase 1のミラー用サスペンションとし
て、低温鏡用の長さ14 mの懸架装置2つ、常温鏡用の大型
懸架装置5つおよび小型懸架装置2つのインストール作業を
行っている。これらの防振装置の準備作業は順調に進行し、
平成28（2016）年度の後半にはこのうちいくつかのインス
トール作業を開始した。現在、10人以上の推進室メンバー
が定常的に神岡において防振装置のインストール作業に携
わっている。

（2）補助光学系
　補助光学系（AOS）は、迷光対策、光学式角度センサー、
ビーム縮小テレスコープ（BRT）、ビーム監視用カメラ、お
よび光学窓をまとめて担当している。平成28（2016）年度
における主要な活動は、BRTおよび大型光学バッフルの開
発であった。ATCでは、BRTのプロトタイプ実験とBRT用
防振ステージの設計がほぼ完了した。KAGRAには、直径
1 mの光学バッフルが2つインストールされた。また、ATC図1. 重力波（時空のさざなみ）に覆われるKAGRA検出器．
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およびKEKと協力して進められた広角バッフルの設計が、
ほぼ完成した。光学バッフルに関する論文が2編出版され、
そのうち1編はOptical Society of America（OSA）のハイライ
ト論文（Spotlight on Optics）に選ばれた。

（3）ミラー特性評価
　当推進室では、KAGRA用低温鏡にとって重要な特性で
ある光学吸収率を正確に計測することができるシステムを
開発している。本計測システムは、当初、直径2インチま
でのサンプルを計測することが可能であった。現在では、
KAGRA用の大型サンプル（直径22 cm）の吸収率の吸収率
マップを測定するためのアップグレードを行っている。ま
た、リヨン（フランス）に所在するLMA（Laboratoire des 
Matériaux Avancés）と共同して、サファイア基材の吸収率
測定に関するキャリブレーションを異なる測定方法を用い
て検証した。

2. R&D

（1）KAGRAアップグレードのための研究開発
　当推進室では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では長さ300 mの高フィネス共振器と真空スク
イーズド光源が構築されている。この実験を進めるにあた
り、当推進室は海外の研究機関との連携を築き、学生を受
け入れた。KAGRA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。またATCにおいては、低温下におけ
るミラーの熱雑音直接測定を目指す実験も開始されている。
また、東京大学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
　本年度、DECIGOワーキンググループでは、Pre-DECIGO
プロジェクトの再編を行い、その科学的目的や意義、お
よび衛星の概念設計をまとめ、論文として出版した。Pre-
DECIGOは、有意な頻度で重力波イベントを捉えるのに
十分な感度を持つ、れっきとした重力波観測装置である
が、その名称や歴史的経過から単にDECIGOの前哨衛星と
の印象がぬぐえないという意見があったことから、その改
名案募集を行い、B-DECIGOと決定した。同ワーキンググ
ループは、LISAパスファインダーよりもたらされた結果
を活用し、B-DECIGO衛星の技術的実現可能性を検証・向
上するため、いくつかのサブプロジェクトの立ち上げを検

討している。これらの成果をもって、B-DECIGOプロジェ
クトを JAXAに提案していく予定である。

3. 教育活動

　平成28（2016）年度、重力波プロジェクト推進室では2名
の博士課程および2名の修士課程の大学院生の研究指導を
行った。また、総研大サマー・ステューデント・プログラ
ムのもとで学部生2名、および東京大学宇宙線研究所より
大学院生3名を受け入れた。このほか、BNU（中国）より
修士課程の院生1名を国立天文台海外インターンとして6ヵ
月、およびCNRS/APC（フランス）より博士課程の院生1名
を共同研究員として3回計3ヵ月の期間にわたり受け入れた。
加えて、当推進室メンバーの内2名は、東京大学理学系研究
科天文学専攻、法政大学、および大阪市立大学において講
義を担当することにより、教育活動に貢献した。

4. 広報普及

　重力波の初検出以来、一般の方々の重力波に対する関心
は著しく高まった。当推進室では、その活動内容を一般社
会へより広く紹介するために、ホームページのデザインを
一新し、大幅にリニューアルした上で改めて開設した。同
時に、推進室の広報リーフレットもプロのデザイナーによ
る画像やデザインなどを取り入れたものへと更新した。
　平成28（2016）年度、当推進室は、高等学校教員や科学館
の学芸員等を対象とした最新の天文学の普及をめざすワー
クショップを開催した。加えて当推進室メンバーは、重力
波天文学に関する市民講演会等で10回以上講演し、一般誌
に3回寄稿、またウェブ記事を1本執筆した。
　TAMAおよびKAGRAは引き続き多様な人々の関心を集
めており、National Geographic誌やNHK等からのジャーナ
リストを含む見学者を、TAMAでは200名以上（特別公開日
を除く）受け入れ、KAGRAでは合計150名以上の見学を当
推進室メンバーが担当した。

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（フラン
ス）、北京師範大学（BNU、中国）、University of Hamburg
（ドイツ）、およびUniversity of Trento（イタリア）との連
携体制を築いている。この枠組みの中で、BNUよりProf. 
Zhu、University of TrentoよりDr. Leonardi、およびCNRSよ
りDr. Taccaの来訪を受けた。このほか、当推進室メンバー
の内1名が属している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）よ
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りDr. VoccaとDr. Travasso、ならびにCaltech（米）よりDr. 
Araiの短期訪問を受けた。TAMAでは、文部科学省会計課
長、文部科学省研究振興局学術機関課長ほか経済、産業界
の代表団、University of Amsterdam天文学・物理学・数学専
攻の大学生、大学院生のグループ、および日本科学機器協
会（JSIA）等を含む、数回の来訪を受けた。

6. 文献報告・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32件
であり、この中には広く科学界より注目された“GW151226: 
Observation of Gravitational Waves from a 22-Solar-Mass Binary 
Black Hole Coalescence”についての発表、およびOptical 
Society（OSA）のハイライト論文として選ばれた“Vacuum and 
cryogenic compatible black surface for large optical baffles in advanced 
gravitational-wave telescopes”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16回であった。

7. 外部資金の獲得

　本年度、当推進室では日本学術振興会より交付された6
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

　助教1名が国立天文台内の他部署に異動し、新たに同役
職の公募が開始された。日本学術振興会のポスドク1名が
特任助教として採用され、着任したほか、特任専門員1名が
雇用された。平成28（2016）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5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。
　建設地はハワイ・マウナケアを予定し、TMT建設のた
めの保護地区利用許可承認手続きが進められた。平成30
（2018）年4月の現地建設作業開始を予定し、これにむけて
国内においては平成28（2016）年度には望遠鏡主鏡の量産、
望遠鏡本体構造の詳細設計、および観測装置の設計・開発
を進めた。
　推進室の体制としては、年度末には教授3名、准教授4名、
主任研究技師1名、特任准教授1名、助教1名、特任専門員3
名、URA職員1名、特命専門員1名、専門研究職員1名、研
究支援員1名、特任研究員3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、RISE月惑星探査検討
室を本務とする教授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の準備状況

　TMTの建設は、平成26（2014）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・決定にもとづいて
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
ている。
　平成27（2015）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
活発化するなか、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。これをうけて、平成28（2016）年2月から、
ハワイ州による再審査プロセスが進められた。そのなかで
特に重要なプロセスとして公聴会の開催があり、これを執

り行う審査官の決定や公聴会当事者の認定などの準備を経
て、10月から平成29（2017）年3月にかけ、44回にわたる公
聴会が開催された。この公聴会をふまえて審査官による利
用許可承認についての判断がハワイ州土地天然資源委員会
に提出され、同委員会での最終決定が行われる予定である。
TMT推進室は、現地での傍聴を含めて公聴会の内容および
承認プロセスについての情報を詳細に集め、TMT国際天文
台における協議に臨んだ。平成28（2016）年にはハワイで
はTMT建設支持の動きも活発になった。TMT推進室とし
ても地元の関係者との対話を通じて理解を得られるよう努
めた。
　このプロセスと並行して、万一マウナケアでの建設がで
きなくなった場合に備え、TMT国際天文台として代替建
設候補地の選定を行った。候補地にはスペイン、メキシコ、
中国、インドおよびチリの2か所の、合わせて6か所があげ
られ、観測条件が良好であることに加え、平成30（2018）
年4月に現地工事を開始できることを条件に検討が行われ、
スペインのカナリア諸島ラ・パルマ島が選定された。この
過程で、日本では、ハワイの状況の説明と合わせて代替
建設地候補の検討のための会合を5か所（仙台、東京、京
都、広島、ヒロ）で開催し、光学赤外線天文連絡会シンポ
ジウムでの議論および関連研究者による意向投票をふまえ、
ラ・パルマ島の選定に同意した。

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もとづき、
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28
（2016）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

図1. TMT完成予想図．
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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、表裏両面の球面加工、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、米国での表面の最終仕上げおよび現
地での表面への反射金属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28（2016）
年度には49枚の鏡材を製造し、60枚の球面研削を行った。
　また、非球面研削・研磨から支持機構搭載までの作業は
4ヶ国で分担しており、175枚分を日本が担当する計画であ
る。平成28（2016）年度には8枚の非球面研削および5枚の
非球面研磨を行った。また、米国で非球面加工が開始され
る予定となり、それにむけて球面加工済みの鏡材の米国へ
の輸出を開始した。 

（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
本はその制御系を含め、設計・製作を担当している。望
遠鏡本体構造は，平成25（2013）年度の基本設計をうけ
て、平成26（2014）年度から詳細設計を行ってきた。平成
27（2015）年度までに3回行われた国際審査会に続いて平
成28（2016）年度は分割鏡交換機構、高所作業装置、エレ
ベーターを対象とした国際審査会が実施された。これによ
り望遠鏡本体構造の詳細設計が完了した。

（3）観測装置
　望遠鏡完成時に稼働する3つの第一期装置の製作も、そ
れぞれ国際協力で進められており、日本は2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、現在基本設計の段階にある。平成28（2016）

年度には、主に光学系・機械系に関する国際審査の1回目が
行われた。来年度にはエレクトロニクス、ソフトウェアを、
スケジュール、必要経費見積、および1回目の審査で指摘さ
れた検討項目を含めた基本設計についての最終審査が予定
されており、それにむけた準備を進めた。
　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28（2016）年度にはカメラシステムの光学設計と、用
いる光学素子の材質の検討や研磨試験などを実施した。

3. TMTによる科学研究の検討と広報活動

  平成25（2013）年から年に一度開催されているTMT科学
フォーラムを、平成28（2016）年には日本で開催した。こ
のフォーラムはTMTによる科学研究、装置開発、運用計
画などについて話し合われる会合で、米国国立科学財団
（NSF）の支援を受けて全米の科学者のTMT計画での協力
関係を構築することを大きな目的としていることから、過
去3回は米国内で開催されてきたが、今回は初めて米国外
での開催となった。フォーラムは5月24 – 26日に京都市に
おいて開催され、140人の参加を得て、第二期装置などにつ
いて活発に議論された。
　TMTによる科学研究の検討はTMT国際天文台の科学諮
問委員会を中心に推進され、平成25（2013）年に設立され
た科学ミッション定義チーム（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　
　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。平
成28（2016）年度には特に、上述した代替建設地候補の選
定についての検討を通じて、建設地を変更した場合の科学
研究や運用への影響の評価を行った。また、第2期観測装
置の開発・設計にむ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6件の大学等における開
発への支援を行った。

　TMT計画、特に建設地マウナケアの状況や日本の分担個
所の進捗については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46号から50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では教育や人材育成などに関しても日本を含む国
際チームを組んで検討しており、その企画で次代を担う若
手研究者・技術者向けの国際研修会を12月にハワイ・ヒロ

図2. 海外への供給が始まった主鏡分割鏡材（提供：キヤノン株式
会社）．
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で開催した。日本からの6人を含む約40人の大学院生・若
手研究者が、科学研究や開発だけでなく、異なる文化的背
景をもつ人たちによる国際協力や大型計画の管理・運営手
法など広く学んだ。
　TMT計画への寄付を継続的に募り、平成28年（1月から
12月まで）には2法人と302人から寄付をいただいた。

図3. 京都で開催されたTMT科学フォーラム．
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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。先ず、
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）を打ち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28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、研究支援
員1名、技術支援員 1名、大学院生 3名であった。その他、
京都大学大学院理学研究科、JAXA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
る打ち上げやその他の打ち上げ可能性が出てきて、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、 衛星全体とし
て目標の位置天文測定精度を達成できるかどうかの衛星シ
ステム設計検討を平成21（2009）年度以降インハウス検討
およびメーカー委託により行ってきた。具体的には、概念
検討・設計、技術実証、国際的なプロジェクト連携、多岐
分野に渡る国内コミュニティ有志から構成されるサイエン
スワーキンググループ（代表：梅村雅之（筑波大））による
サイエンス検討が進められてきた。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、宇宙研の小型科学衛星ミッ
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、宇宙研での審査過程に対応して
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。

　本プロジェクト室を発展的に解消すべくアストロバイオ
ロジーセンターへの移行を進めている。欧文論文（査読あ
り）は42編、欧文論文（査読なし）は10編、欧文報告（国
際会議講演等）13回、和文論文（査読なし）5編、和文著書
3冊、和文報告（学会発表等）は39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。現在は、超補償光学SCExAOや
面分光器CHARISの開発・保守・運用をポストSEEDS活動
として進めている。

（2）IRD（Infrared Doppler Instrument）
　M型星などの低質量星のまわりのハビタブル地球型惑
星検出を目指した赤外線ドップラー観測装置 IRDの実現の
ために、約1 m/sの視線速度精度を持つ高精度高分散赤外
線分光器の開発を推進している。予算は平成22－26年度科
研費特別推進研究（代表：田村元秀）に基づく。分光器、
ファイバー、光周波数コムを完成させ、全体のアセンブル
を進め、実験室における安定性試験を完了した。また、M
型星のまわりの地球型惑星探査の立案を全国のサイエンス
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。その開発・保守・運
用に参加している。

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、概念設計を進めている。

3. 研究活動・教育活動・啓蒙活動

　太陽系外惑星やその誕生現場である原始惑星系円盤な
どを直接撮像観測するSEEDSプロジェクトを、平成21
（2009）年からすばる望遠鏡を用いて進めていたが、大きな
トラブルなく平成27（2015）年1月に本来のサーベイをほぼ
完了した。現在は、SCExAOやCHARISを用いた観測に発
展している。SEEDSだけで今年度14編の論文が出版され
たが、特筆すべき結果は以下のとおりである。
　SEEDSによる近赤外線とサブミリ波によってLKHα330
の原始惑星系円盤に渦巻腕を発見し、大小のダスト分布を
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図1. HiCIAOで観測された視線速度トレンドを示す巨星の高コントラスト画像．主星は中心の白い部分にある．丸で囲んだ中の点のように見
えるものが，今回の観測で発見された伴星．観測波長は近赤外線．

解明した。長周期視線速度観測から伴星が示唆される中質
量巨星に対し高コントラスト直接観測を行い、3天体にお
いてその原因となる伴星を発見し、2天体において質量上
限を求めた。年齢100万年程度のYSOサンプルにおける系
外惑星の直接撮像探査の結果をまとめ、遠方巨大惑星の頻
度を示唆した。さらに、プレアデス星団における新しく伴
星型褐色矮星を発見した。
　系外惑星研究や関連する研究・開発を進める院生約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28（2016）年度は小惑星探査機はやぶさ2搭載のレー
ザ高度計の運用準備、JUICE木星系探査レーザ高度計検出
器の温度特性調査を行った。また、RISE将来計画の検討
を行い、4つのオプションプランを提案した。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。プロジェクトでは平成30年度夏期の小惑星到
着を目指して、平成28年度にははやぶさ2の解析用データ
作成ツールの整備を行い、初期運用データを使っての検証
準備を行った。平成28年度内に検証用データがはやぶさ2
プロジェクトから提示されなかったため、解析用データ作
成ツールの検証は完了しなかったが、ツールは整備済みで
ある。JUICE木星系探査レーザ高度計の開発では大気中で
APDの温度試験を行い、使用温度範囲を確認するための基
礎的なデータが取得できた。RISE将来計画では、（1）月内
部構造、（2）小天体、（3）大気のある惑星の地震学、（4）
水惑星学、という4つのオプションを検討し、惑星科学小
委員会に提案した。（1）月内部構造の研究では、測月学的
観測装置で月のQ値および流体コア、固体コアのサイズの
高精度観測を行うための3種の観測法について優劣を比較
検討した。（2）小天体では、メインベルト彗星（Main Belt 
Comet: MBC）をターゲットとして、地上観測と宇宙機によ
る探査によって初期天体の進化や内惑星への水輸送の研究
を検討した。（3）大気のある惑星の地震学では、フランス
／東工大／国立天文台による木星自由振動共同観測の萌芽
が生まれた。（4）水惑星学では「国立天文台が行う月惑星
研究の長期ビジョン」という観点で台内での太陽系天体研
究を促進した。

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名が担
当した。また、インターンシップとして岩手大学と岩手県
立大学から3年生4名を1週間受け入れた。

3. 広報普及

　キラリ☆奥州市天文教室に協力して、1名が出前授業を
実施した。4D2Uアストロノマートークには3名が参加し
て、3回の講演を行った。またふれあい天文学に参加して
4名が6回の出前授業を実施した。VERA小笠原局特別公開
では1名を小笠原局に派遣し、研究紹介とミニ講演会2回を
実施した。その他、阿南市科学センターや三鷹アストロノ
ミーパブで講演を行った。

4. 国際協力

　ロシアからAlexander Gusev氏を3か月、Ekaterina Kronrod
氏を1か月×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や月惑星探査計画の情報交換を
進めた。また、6月に中国、韓国の研究者と共同で東アジ
ア 惑星科学・探査夏の学校を主催し、日本から5名の大学
院生を派遣して若手研究交流を促進した。

5. 非常勤研究員の異動

　平成28年度9月にプロジェクト研究員1名の任期が終わ
り、後任の公募を行った。退職したプロジェクト研究員1
名は会津大学特任准教授として採用された。
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　SOLAR-C準備室では、次期太陽衛星計画SOLAR-C計画
の策定、観測ロケット実験CLASP計画の推進、大型気球
実験Sunrise3計画への参加に向けた準備を進めている。ま
た、平成28年度より、米国観測ロケット実験FOXSI3への
参加に向けた活動が始まった。

1. SOLAR-C計画

　SOLAR-C計画は、「ひのとり」「ようこう」「ひので」に
続くわが国4番目の太陽観測衛星として2020年代後半頃の
実現を目指して計画されているもので、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）磁気周期活動の起源の解明に挑む
ものである。SOLAR-C計画は JAXAのワーキンググルー
プでの検討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。

2. 小規模計画

（1）CLASP計画
　CLASP計画は、遠紫外線域で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す観測ロケット実験
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推進する計画であ
る。この実験では、一部のコンポーネント供給を米国とフ
ランスから得て、遠紫外線望遠鏡とその偏光分光装置を日
本で開発し、米国のロケットで飛翔実験を行う。平成24年
度後半から開発が本格化し、水素ライマンアルファ線を使
用した偏光分光観測を平成27年に実施して成功した。観測
する輝線をマグネシウム線に変更した二回目の飛翔実験を
平成31年に予定している。

（2）Sunrise3計画
　ドイツの気球実験Sunriseの3回目の観測計画で、平成27
年度より準備を開始して、平成32年頃の実施を想定してい
る。SOLAR-Cで想定す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で必要とされる
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。

（3）FOXSI3計画
　米国が進めている結像型硬X線望遠鏡による観測ロケッ

ト実験FOXSIの3回目の採択済みの計画である。一部の検
出器を日本が製作する高速CMOSカメラに置き換えて、コ
ロナの高速撮像分光観測を追加する。このCMOSカメラ
の各画素では、検出された軟X線光子の個々のエネルギー
が測定され、画素単位で軟X線域のエネルギースペクトル
を取得することを予定している。

3. 平成28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号機の候補としては採択されなかった。平成28年度に
SOLAR-C準備室は、大型望遠鏡の口径縮小化、サイエンス
課題の見直し、国際協力体制の再構築を進めて、SOLAR-C
の再提案を目指す活動を実施した。特に、国際協力につい
ては、JAXA、NASA、ESAという宇宙機関の要請により形
成された次期太陽スペース計画科学課題チームの活動が開
始し、2020年代半ばの打ち上げ時期に候補となる JAXA主
導の計画の優先度づけが行われている。
　CLASP計画は、平成27（2015）年9月に実施した観測の
成果を発表しつつ、2回目のフライトに向けて準備を進め
た。本年度にNASAへ提出した提案が採択され、平成31年
の米国での飛翔実験の実施が決定した。現在フライトへ向
けた開発活動が進行中である。Sunrise3計画は、年度始め
に提出したドイツの提案書が採択されてリフライト観測が
ほぼ決定した。日本では担当を予定している観測装置の実
現のため、科学検討と装置設計、偏光素子の基礎開発を進
めつつ、開発経費の獲得に向けて計画提案書を作成した。
FOXSI3では、高速CMOSカメラの開発に取り組んだほか、
X線望遠鏡の迷光低減を目的としたチタン合金製の光学
バッフルを3Dプリンタで試作した。

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。
　Donguk Song博士が、プロジェクト研究員として平成29
年1月に着任した。

14　SOLAR-C 準備室



II   各研究分野の研究成果・活動報告 103

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. 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（環境データや気象データなどを除く）は平
成29（2017）年5月の時点で、約1680万フレーム、約119 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28（2016）年度に15篇出版され、
平成29（2017）年5月現在で総計203篇に達している。
　平成28（2016）年度は前年度に引き続き、SMOKAの高
度検索機能（超新星検索など）の開発や運用の効率化のた
めのシステム改良を進めた。また、平成29（2017）年3月に
すばる望遠鏡HSCのSSPデータ（～平成27（2015）年11月
19日観測分：85万フレーム）の一挙公開を開始した。
　平成29（2017）年5月現在、平成30（2018）年3月稼働開
始予定の新計算機システムの設計やプログラム・データ移
行に向けた検討と準備を進めている。

3. 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28（2016）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、
次期ネットワークシステムや次期スーパーコンピュー
ターシステムを想定し、水沢～仙台間の自営回線を、
40 Gbpsから80 Gbpsに増速し、仙台においてSINETへ
100 Gbpsでの接続を行った。

2）米国向けTranspac 100 Gbps回線の利活用：本台は、
WIDEプロジェクトともに整備・運用している米国
向け研究教育用回線であるTranspac 回線を運用し、
100 Gbpsの速度で東京とシアトルを結んでいる。本回
線は、SINETや JGN、ハワイ大学によって利用され、ま
た、ハワイ大学の協力により、ハワイ大学ヒロキャン
パスまで回線が利用できるようになった。

3）トラフィック分析設備の運用開始：本台内部・外部から
の通信トラフィックから任意の条件に合致する通信を
コピーする機器を導入した。これにより、既存のトラ
フィック分析システムにおいて、低コストにて分析が
可能となった。

4. データベース天文学推進室

　JVO portalの利便性を高めるためにユーザインターフェ
イスが大幅に改良された JVO portal第二版の本運用を開始
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。原子・分
子ラインデータベースとの連携機能を追加しライン情報を
スペクトルデータと同時に表示することが可能となった。
その他、イメージ表示用のカラーコードを複数のパターン
から選択できる機能やスペクトル表示をターゲット天体の
静止系で表示する機能等が追加された。
　Gaiaデータ検索サービスを公開した。Gaiaプロジェク
トが提供する検索システムに比べ、検索条件の指定などが
簡単に行えるほか、検索結果数に制限なく大量のデータを
高速に検索実行可能となっている。
　すばる望遠鏡Suprime-Camの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Subaru WebQLの開発を行
い、試験公開を開始した。コントラストの調整が行えるた
め、淡く広がった天体から明るい天体まで広いダイナミッ
クレンジで画像表示が可能である。
　JVO全サービスへの平成28年度のアクセス数は360万件、
全ダウロード量は1 TBであった。

5. 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

15　天文データセンター
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視野カメラHyper Suprime-Cam（HSC）のデータを効率よ
く、かつ精度良く解析するために、処理の並列化や分散化、
カメラ独自の光学的歪みの補正方法や天体の位置・明るさ
の較正方法の検討、及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）が生成されている。取
得データを解析し、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28
（2016）年8月に行った。そのデータ量は、画像全体で約

200 TB、画像数で約260万枚、カタログされた天体数は約3
億天体で、データベースだけでも約15 TBの量となった。
公開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インターフェイスの開
発が継続的に行われ、既に多くの機能が公開されている。
データリリースを支える計算機とソフトウェアはともに安
定運用が続いている。また、平成28（2016）年1月末にチー
ム内配布したデータについて、平成29（2017）年2月より全
世界に向けて公開を開始した。現在のユーザ数は300名程
度で、世界25カ国の研究機関などから登録がある。運用は
順調に進み、今後の科学的成果が増加する起爆剤になるこ
とが期待されている。データ解析用の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
減少している。平成23（2011）年度より開発してきた、観
測直後にハワイ観測所山麓施設内で行うオンサイト解析に
必要なソフトウェアについては、戦略枠や一般共同利用の
観測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。

6. 計算機共同利用業務

　大学共同利用機関としての主要業務である、各種計算機
システムによる共同利用の中核はレンタル計算機群が担っ
ており、平成25（2013）年3月1日から新しいレンタル計算
機システム「国立天文台　データ解析・アーカイブ・公開
システム」の運用を開始した。
　このシステムは「多波長データ解析サブシステム」「大規
模データアーカイブ・公開サブシステム（すばる望遠鏡観
測者向けデータアーカイブ（MASTARS）、すばる望遠鏡公
開データアーカイブ（SMOKA）、HSC サイエンスサーバ、
ALMA データアーカイブ、VERA データアーカイブ、野辺
山宇宙電波データアーカイブ、岡山データアーカイブ、お
よび文献カタログアーカイブ機能）」「バーチャル天文台サ
ブシステム」、「太陽データアーカイブ・解析・公開サブシ
ステム」、「水沢地区データ解析サブシステム」、および「開
発試験サブシステム」から構成されている。

　同システムの総ストレージ容量、総メモリ容量および総
CPUコア数は、それぞれ約6 PB、13 TBおよび2000コアに
およぶ。また、平成28（2016）年度の総有効ユーザ数は364
名（うち、海外機関の所属ユーザ 55名）であった。なお本
年度は、同レンタル計算機システムのリプレース作業を進
めている。
　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28（2016）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. HSC-SSP データベース講習会（共催）
平成28年04月11日（月）参加者 21名

2. HSC画像解析講習会（共催）
平成28年07月20日（月）－ 07月21日（火）参加者 15名

3. IDL講習会：FITSデータ解析編（主催）
平成28年08月02日（火）－ 08月03日（水）参加者 12名

4. 国立天文台・総合研究大学院大学サマーステューデント
プログラム（解析環境の提供）
平成28年08月07日（日）－ 08月31日（水）参加者 4名

5. 秋の学校「理論と観測から迫るダークマターの正体とそ
の分布」（解析環境の提供）
平成28年11月10日（木）－ 11月11日（金）参加者 10名（解
析実習）

6. 2016年度SQL講習会：中級編（主催）
平成28年12月13日（火）－ 12月14日（水）参加者 5名

7. N体シミュレーション立春の学校（共催）
平成29年2月8日（水）－ 2月10日（金）参加者 12名

8. IDL講習会：初級編（主催）
平成29年2月28日（火）－ 3月1日（水） 参加者 4名

　平成28年度の講習会参加者の合計は83名であった。

7. その他

　広報活動として、平成28（2016）年度は「ADCからのお
知らせ」をNo.483からNo.579までの97本を発行した。これ
らは電子メール、および WEBによって広報されている。
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1. 先端技術センターの組織と活動の概要

　先端技術センターでは、国立天文台が進めるプロジェク
トの装置開発を「重点領域開発」として、将来の計画に資
する開発研究を「先端技術開発」として、天文観測装置の
開発に取り組んでいる。さらに、今年度から「基礎技術開
発」という研究開発枠を設け、2年間の時限付で、これま
で先端技術センター内で「重点領域開発」や「先端技術開
発」に属さない研究開発テーマの整理や発展的解消を目指
すこととした。同時に、先端技術専門委員会において、先
端技術センターで取り組むべき研究開発課題の在り方を議
論し、特に、「先端技術開発」のテーマ選定や取り組み方に
ついての方向性を明らかにしていただき、「基礎技術開発」
のテーマやグループの整理や発展的解消の際の指針として
いきたいと考えている。
　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28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、昨年度ATCに加わったASTE搭載電波カ
メラ開発グループを中心にASTE電波カメラのコミッショ
ニング観測を実施した。
　重点領域開発として、TMT観測装置 IRIS・WFOS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。
　TMT観測装置 IRIS の開発では、平成28（2016）年度中
は、基本設計フェーズ（Preliminary design phase）を進め
NAOJ/ATCが担当する IRIS 撮像系の要求仕様および IRIS
内部のインターフェース条件の策定、光学系および光学機
械系の基本設計を完了させ、平成28（2016）年11月に中間
審査（Preliminary Design Review 1, PDR-1）を通過した。平
成28（2016）年12月からは、電気系やソフトウェアなどの
基本設計、最終設計フェーズや製造フェーズの準備とその
コスト見積もりやスケジュールなどを進めている。
　もう一つのTMT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、これまでカメラシステムの概念
検討を進めてきた。平成28（2016）年度も継続してカメラ
システムの概念検討を進めた。特に、先端技術センターの
光学技術者を中心に、仕様変更に伴う光学系再設計と迷光
解析を行い、レンズ系でのケラレの問題の指摘、多結晶蛍
石を採用した場合の結像性能への影響やWFOS内の迷光
対策の必要性などを明らかにした。
　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。平成28（2016）年4月には、KAGRA初期
フェーズ（iKAGRA）の試験運転を終了したが、KAGRAの
常温部に用いられる防振装置は、ほぼすべてについてME 
shopが最終設計や製造、テストに関わっており、ATCが
KAGRAの試運転の成功に大きく貢献しているものと自負
している。
　今年度は昨年度に引き続いて防振フィルターのアセンブ
リおよび出荷前テストを推進室と共同で行った。このほか
に、冷却ミラーの直近に設置される予定の広角散乱バッフ
ルの防振システムの設計を進めた。
　先端技術開発としては、「CLASP,　Solar-C」、「望遠鏡受
信機開発」および「HSC」が主な研究開発テーマである。
CLASP観測ロケット実験は、遠紫外線域での太陽の彩層磁
場観測の先駆的プロジェクトである。2015年9月に実施し
た最初の実験に成功した後、観測波長を変更した2回目の
飛翔実験（2019年飛翔予定）の準備を進めている。また、
SOLAR-C準備室が進めるプロジェクトの中に、CLASP
の2回目の飛翔後の2020年頃に実施を予定する気球観測
Sunrise-3計画があり、日本が提供する焦点面観測装置SCIP
の本格的な光学設計を行った。
「望遠鏡受信機開発」においては、ALMA受信機開発で
培った技術を基礎として、野辺山 FOREST 受信機の評価お
よび搭載支援や、ASTE 望遠鏡の3カートリッジデュア用
に受信機の整備・搭載を行った。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、委託事業契約によるLLAMAプロジェクト用に3カー
トリッジデュアの製作および出荷を行った。
　このような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も、ATC の大きなミッションの一
つであると考えている。
　Hyper Suprime-Cam（HSC）は、平成26（2014）年3月よ
り科学観測を開始し、戦略枠観測（SSP）および一般共同
利用観測に供されている。概ね順調な運用を実現している
が、フィルター交換機構に不具合が発生したが、一部機械
部品の固定の緩みが原因であることがわかり、想定よりも
短いサイクルで予防的保守を行うことにより対応できる見
通しを得ている。CCD読み出し時間の短縮によるロスタ
イムの抑制を図るため、CCD読み出し速度の高速化を目指
して、実験室での検証実験を検討中である。
　基礎技術開発では、「電波カメラ開発」と「赤外線検出器
開発」を技術開発のテーマとして取り上げ、将来の検出器
等の基礎技術開発や観測装置の開発を目指す。
　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

16　先端技術センター
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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28年度は、主
に、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. ショップ／共同利用支援

（1）メカニカルエンジニアリング（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光学系の機械設計
・広角散乱バッフル用サスペンション装置の設計
・防振装置（ボトムフィルタ）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
・撮像部構造体の冷却変位解析
・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
・設計審査会（PDR-1）への対応
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
であった補助光学系装置のBRT用5軸レンズマウント（試

作機）の製作を完了した。そのほか、防振システム、補助
光学系の部品製作を行った。
　TMT/IRIS関連では、設計チームが行っている要素試験
が継続中であり、引き続き、冷却駆動系の耐久試験部品の
製作を行った。そのほか、すばる望遠鏡に搭載される面分
光ユニット用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最終モデルの製作を完了した。
　共同利用に関しては、東京大学天文センターが開発中の
超広視野高速CMOSカメラ（tomo-e）用ベースプレート他
の試作を行った。引き続き、最終型の4分割モデルの製作
を行っている。また、東京大学アタカマ天文台（TAO）望
遠鏡用の副鏡センターコーンの製作支援を行っている。
　加工チーム超精密加工では、製作対応として、これまで
継続して開発を進めてきた案件であるマルチバンド対応可
能なコルゲートホーンアレイの37素子型の製作についての
加工の検討を進めた。同じく継続の案件で、Band10周波数
帯におけるコルゲートホーンの製作では、今年度も加工試
験に取り組みさらに加工に必要なデータ取得に成功した。
両者とも引き続き製作へ向けた準備を行っている。また、
今年度新たに取り組み始めた109素子Siレンズアレイにつ
いては、まずプロトタイプとして37素子アレイおよびAR
膜の製作に成功した。これは野辺山45 m望遠鏡に搭載さ
れデータ取得に成功した。しかし、AR膜については課題
が残っており今後も開発を継続していく。
　測定チームとしては、測定のみの依頼に限らず、加工
依頼を受けた案件の内、特に詳細な測定を必要とするも
のへも対応してきた。依頼のみの対応として主なものは
KAGRAよりダミー鏡および関連する測定であった。加工
から依頼を受けたもので主なものは瞳ミラーアレイホル
ダーであった。

図1. 平成28年度先端技術センター組織図．
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（2）特殊蒸着ユニット
　昨年に引き続き、膜の不均質性を使ったコーティングの
改良のための基礎実験を行った。簡易的なモニターを製作
し、成膜中の屈折率と膜厚の変化のデータを得た。それら
を使用して実際にARコーティングの特性改良を試みた結
果、有効性を確認した。

（3）スペースチャンバー・スペースオプティクスショップ
　気球、ロケット、人工衛星などを使用したスペース観測
の基盤技術の獲得と蓄積が、計画・進行中のプロジェクト
の開発活動を通して進行している。平成28 （2016）年度で
は、主として先端技術開発に位置付けられている太陽観測
プロジェクトの開発支援を実施した。
　遠紫外線域で太陽の彩層磁場観測を行うCLASPロケッ
ト実験計画に関しては、観測輝線を変更して行う2回目の
飛翔実験に向けて、偏光較正光源の新規開発を進めてい
る。また、平成28 （2016）年度より、気球高度から大型望
遠鏡による彩層ベクトル磁場観測を目指すSunrise-3の開発
活動が始まっている。

（4）オプティカルショップ
1）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（29件）
・設備の修理更新
　　クリーンブースカバー更新
　　Keyenceリアルボアレンズ導入
　　FT-IR　制御用PC更新
など

2）測定器共同利用
・平成28年4月～29年3月（共同研究での使用を含む）
　　測定器利用件数：267件
　　　内訳　台内：223（ATC内部：99件）
　　　　　　台外：44（東大天文センター：9件）
　　大型三次元測定機LEGEX910の利用：23件
　　　稼動日数：27日

（5）光赤外線検出器グループ
　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2回目を実施した。
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6台を天文台内外の4組織から申し込みがあり、す
べてを受託事業契約として実施した。また、京都大学・
岡山観測所の観測装置KOOLSのCCDおよび読み出しエレ
クトロニクスを、浜松ホトニクス社製完全空乏型CCDと
MESSIA6に更新する作業を先端技術センターで行った。
今後もMESSIA6やCCDについて、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。

（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
エバポレーター）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。
　実験室で洗浄作業等に使用している1台のドラフトチャ
ンバーの改修工事を行い、規定値を満たす制御風速を得る
ものとした。クリーンルーム内で洗浄作業等に使用している4
台のドラフトチャンバーに関しては、規定値を満たしていない3
台に関して再改修を行っている。またスクラバー（除染装
置）を取り付けた酸を扱うドラフトチャンバーの排出配管
をステンレス製から塩ビ製のものに交換し、配管の腐食対
策を行った。循環冷却水設備、水管路は老朽化により汚染
度が高まるため、屋外のクーリングタワー部を含めた、点
検、洗浄作業を行い水質の劣化を防いだ。
　新たに建設された開発棟3号館（TMT棟）に関しては、
各実験室で冷凍機を使用できるように循環冷却水設備の建
設が検討され、また実験室内で窒素ガスも使用できるよう
にCE設備（コールドエバポレーター）からの配管の接続が
検討されている。
　実験室設備を利用するプロジェクトは多く、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、太陽関連（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する。開発棟1号館の110クリーン

表1. The requests in FY 2016.

From FY 2015 6
ATC 28
TMT/IRIS 7
KAGRA 32
ASTE 3
CLASP2,SOLAR-C 5
HSC 1
TMT 1
JASMINE 4
Division of Optical and Infrared Astronomy 1
Exoplanet Project office 7
Public Relations Center 2
Solar Observatory 1
Subaru Telescope 3
Okayama Astrophysical Observatory 3

External Organizations
IoA, Univ. of Tokyo 2
Saitama University 2

Total 102
To FY 2016  5
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ルームと開発棟2号館の101大クリーンルームでは重力波・
KAGRA関連の装置開発が行われた。また平成27年に米国
で打ち上げに成功したCLASP望遠鏡本体が戻り、新たに
CLASP-2として開発棟2号館の101大クリーンルームにおい
て装置開発を進める。

3. 重点領域開発

（1）ALMA受信機（Band 4、8、10）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28年度中に
は、日本へ返送されたBand10の4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。また、平成28年度
に修理された台数と、修理残台数を示している。この修理
残は受信機がアンテナに搭載中などの理由によるもので、
受信機システムのメンテナンス時に交換される。

　Band10の不具合に関しては、平成28年度修理にて初期不
良のすべてを修理することができた。このため電気素子の
劣化による経年変化が今後の不具合の主を占めると思われ
る。現地のエンジニアと協力して定期的な受信機の診断や
予防保守等により注意深く保守運用を行っていく。

（2）TMT
　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。
　2016年度中は、基本設計フェーズ（Preliminary design 
phase）を進めNAOJ/ATCが担当する IRIS 撮像系の要求仕
様および IRIS内部のインターフェース条件の策定、光学系
および光学機械系の基本設計を完了させ、平成28（2016）
年11月に中間審査（Preliminary Design Review 1, PDR-1）を
通過した。平成28（2016）年12月からは、電気系やソフト
ウェアなどの基本設計、最終設計フェーズや製造フェーズ
の準備とそのコスト見積もりやスケジュールなどを進めて
いる。

　並行して、将来の最終設計フェーズや製造フェーズに備
えたプロトタプ実験や試作、特にボールネジの冷却下耐久
試験、光学コーティング面の冷却試験、高精度非球面鏡の
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、これまでカメラシステムの概念検討
を進めてきた。平成28（2016）年度も継続してカメラシス
テムの概念検討を進めた。仕様変更に伴う光学系再設計を
行い、レンズ系ではケラレが視野端で少なくとも30 %程度
生じてしまうことを明らかにした。また多結晶蛍石を用い
た場合の影響を評価し、1枚程度多結晶蛍石を用いても結
像性能に大きな影響を与えないということを示した。また
カメラレンズシステム以外にもWFOS迷光解析を行い、満
月の場合にドーム内床面からの散乱光が問題になることを
確認し、WFOS内の迷光除去機構の重要性を指摘した。上
記、光学系再設計の一部と迷光解析は先端技術センターの
光学技術者が参加し進められた。

（3）KAGRA
　重力波プロジェクト推進室と共同で、KAGRAの補助光
学系および防振システム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）のプロトタイプテストを
行った。そして、この結果を反映して、実機の設計が行わ
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。このほかに、冷却ミラーの直近に設置される予定の広
角散乱バッフルの防振システムの設計を進めた。
　KAGRA防振システムは、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。この防振システム
は各々が多段の防振フィルターにより構成される。いま
や、KAGRAの常温部に用いられる防振装置は、ほぼすべ
てについてME shopが最終設計や製造、テストに関わって
おり、ATCはKAGRAの中で欠くべからざる存在となって
いる。このようなATCの貢献のもと、KAGRA初期フェー
ズ（iKAGRA）は、平成28（2016）年4月に試験運転を終
了することができた。今年度は昨年度に引き続いて防振
フィルターのアセンブリおよび出荷前テストを推進室と共
同で行った。Standard filterについては必要数19台中13台ま
で、またbottom filterについては残り必要数4台中2台まで終
了した。また、今年度行われているKAGRAの次フェーズ
（bKAGRA）への移行作業にともない、推進室から要請さ
れた防振段数の増加対応作業（bottom filter recoil-massの追
加設計および、そのインストール手順の提案）にも迅速に

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 Ｈ28年度
台数修理台数

修理
残台数初期不良 経年変化

Band 4 6 3 3 0 0
Band 8 17 14 3 0 0
Band 10 21 6 15 4 5
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対応した。すでにこれらは神岡で実際に使用されている。
このほか、施設利用としては、推進室主導で行われたpre-
isolatorのテストに大クリーンルームを提供して貢献し
た。また、ISO1クリーンブースでは、KEKおよび ICRRの
担当者により、冷却用ミラーのダミー（サファイア）を用
いて部品接合（HCB, hydrocatalysis bonding）のテストが行
われた。テストの結果を確認するために、所蔵の三次元計
測器が用いられた。

4. 先端技術開発

（1）CLASP2/Sunrise/SOLAR-C
　CLASP観測ロケット実験は、遠紫外線域での太陽の彩層
磁場観測の先駆的プロジェクトである。平成27（2015）年9
月に実施した最初の実験に成功した後、観測波長を変更し
た2回目の飛翔実験（2019年飛翔予定）の準備を進めてい
る。平成28（2016）年度の主要な活動は、偏光分光観測の
観測波長の変更にともなう改修光学設計と要素光学素子の
開発であった。
　SOLAR-C準備室が進めるプロジェクトの中に、CLASP
の2回目の飛翔後の2020年頃に実施を予定する気球観測
Sunrise-3計画があり、日本が提供する焦点面観測装置SCIP
の本格的な光学設計活動が行われた。

（2）受信機開発

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 受信機の評価お
よび搭載支援や、ASTE 望遠鏡の3カートリッジデュア用
に受信機の整備・搭載を行った。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、委託事業契約によるLLAMAプロジェクト用に3カー
トリッジデュアの製作および出荷を行った。
　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）先端受信機開発
　現在空きスロットとなっているALMA band 1や band 
2+あるいはband 2+3受信機の開発を支援するとともに、
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つの柱とするヘテ
ロダイン受信機の基礎開発を進めている。

1. ALMA band 1, 2+および band 2+3受信機
　ALMA band 1カートリッジの製造に向けて技術的検討を

通じて開発や準備を支援した。また、NRAOとESOによっ
てそれぞれ開発が進められているband 2+（67–95 GHz）や
band 2+3（67–116 GHz）の試作受信機の開発を支援した。
band 2+では、コルゲートホーンや誘電体レンズを設計・製
作し、band 2+試作カートリッジに搭載した結果、良好な性
能を示すことを確認した。

2. 広帯域受信機
　RF広帯域化においては、高臨界電流密度接合を適用し
たSISミキサを用い、ALMA band 7+8帯受信機の性能実証
を目指している。超広帯域DSBミキサ測定系構築を進め、
300–500 GHz帯においてALMAの既存の雑音温度仕様を満
たすミキサの実証に成功した。また、コルゲートホーンや
導波管回路等の要素部品の設計解を得るとともに、製作・
評価を進め、受信機開発の見通しを得た。また、IF広帯域
化においては、ALMA Band 8 SISミキサと広帯域 IFアンプ
を一体化したモジュールの開発を進め、3–18 GHz（現状の
受信機4–8 GHz）までの広帯域化に成功した。

3. テラヘルツ受信機
　1.2–1.6 THz帯における光学系の開発および超伝導ミキ
サの設計を進めた。平成27年度に開発したコルゲートホー
ンを用い、ALMAのカートリッジに搭載可能な光学系の
設計と試作部品の製作を完了した。超伝導ミキサにおいて
は、フランスのパリ天文台と共同で準光学型SISミキサの
設計を進めた。

4. マルチビーム受信機
　超伝導集積回路型マルチビーム受信機の概念設計を完了
するとともに、シングルビーム用集積回路の試作に着手し
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進めた。

（3）SIS素子開発
　ALMAを始めとした望遠鏡に搭載する受信機や将来受
信機の研究開発の試験に使用する高品質ミキサーデバイス
の安定的な供給を目指して、高電流密度（Jc）のSIS接合
の開発研究を進めてきた。これまでに得られたデバイスで
は、25～45 kA/cm2という、これまで実現不可能とされてき
た高い Jcが実現されている。この値は従来達成可能な電
流密度の2～4倍の値である。前年度、トンネルバリアの上
に5 nm厚程度のキャップAl層を適用することによって、
対向電極堆積中にトンネルバリアが損傷を受けるのを防止
し、保護する効果的な方法を発見したが、今年度はその知
見を活用、発展させることにより、高品質な超高電流密度
のデバイスの実現という大きなブレークスルー技術の開発
に成功した。このような超高電流密度ミキサーデバイスを
利用することにより、1オクターブの周波数範囲で動作す
る受信機の実現が可能である。その1例として、今年度は、
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超高電流密度のデバイスを用いて、ALMA仕様を満たす感
度を備えた2つのALMAバンド（バンド7とバンド8）を動
作周波数とする受信機の実証を行った。この成果は、2つ
ALMA受信機をマージすることによってALMA望遠鏡の
観測能力をさらに向上できる可能性を示している。
　高 Jcミキサーデバイスの開発と並行して、自立（フリー
スタンディング）膜上にミキサーデバイス製作するための
調査と初期実験を開始した。この技術は、電波望遠鏡の広
視野観測を可能にする次世代マルチピクセルSIS受信機に
とって不可欠である。この研究を推進するため、開発棟3
号館1階のクリーンルーム内に、深掘エッチングシステム
（MUC-21、住友精密）と裏面アライメントを可能にする

SUSS MA6マスクアライナーという2つの高性能装置を導
入した。今年度は、シリコンオンインシュレータ（SOI）
ウェーハからSi自立膜を製造するプロセスの確立を目指
し、直径3 mmで平坦な表面（最大曲げは5 μm未満）の厚
さ6 μmの自立Si膜の作成に成功した。この成果により、特
に、ALMA望遠鏡の広視界に向けたマルチビーム受信機の
開発に明るい見通しを得た。

（4）HSC
　Hyper Suprime-Cam（HSC）は、平成26（2014）年3月よ
り科学観測を開始し、戦略枠観測（SSP）および一般共同利
用観測に供されている。平成28（2016）年度末までの2年間
で、SSPは137晩観測し、一般共同利用にもほぼ同程度の夜
数が供され、合計約280晩が割り当てられている。概ね順
調な運用を実現しているが、フィルター交換機構に不具合
が発生し、観測に制限が発生する事案が発生した。一部機
械部品の固定の緩みが原因であることがわかり、想定より
も短いサイクルでの予防的保守の必要性が確認された。平
成24（2012）年4月に最初のCCD不具合が確認され、平成27
（2015）年5月までに3個まで増えたが、その後増加は確認さ
れていない。仮にこれ以上増えた場合は、バイアス電圧の
低下等、対策を講じなければならない。ただし、像の劣化
が発生するため、これとのトレードオフスタディーを行う
必要がある。さらに、サーベイ観測開始から2年たち、主
に天気が想定より悪かったことから、当初予定の80 %程度
の進捗にとどまっている。これを改善するために、CCD読
み出し速度の向上が期待されており、実験室での検証実験
を来年度行いたいと考えている。前世代機であるSuprime-
Camは、退役まで19年間使われ、HSCも今後長年にわたり
運用されると期待されるため、わずかな読み出し時間短縮
でも、ロスタイムの大きな抑制につながる。また、今年度
予定されていたカメラ検出効率モニターは、主鏡蒸着の延
期に伴い、来年度に持ち越された。平成29（2017）年10月
の搭載を予定している。

5. 基礎技術開発

（1）MKIDカメラ /CMB 観測装置
　我々は、ミリ波サブミリ波の広視野・広帯域・高感度観
測装置の開発を進めている。筑波大学、埼玉大学と協力し
て、ミリ波・テラヘルツ波の超伝導MKIDカメラを開発、
野辺山45 m望遠鏡へのMKIDカメラの搭載、広視野観測を
行う南極テラヘルツ望遠鏡の準備を進めている。また、
KEK、宇宙科学研究所、カブリ IPMU, 理科学研究所と協
力して、宇宙マイクロ波背景放射 （CMB）の偏光を観測す
る衛星（LiteBIRD）や地上実験GroundBIRDの開発を進め
ている。LiteBIRD計画は、日本学術会議のマスタープラン
2017の重点大型研究計画に選ばれた。本年度は、以下の研
究成果が得られた。
1）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. 2017 IEEE TST）

2）Siへの広帯域反射防止膜（T. Nitta et al. 2017 IEEE TST）
3）広帯域オクターブOMT-MKIDの設計（S. Shibo et al. 2016 

SPIE）
4）野辺山45 mMKIDカメラの搭載試験によりデータ収集シ
ステムのインターフェースを確認

（2）赤外線検出器開発
　超広視野撮像観測に用いることを目指し、比較的安価と
期待されるインジウムガリウムヒ素（InGaAs）を用いた
国産の近赤外線イメージセンサーを開発している。今年度
は小画素化と大面積化を行った。すべての機能が動作し不
良画素の少ない素子を製造することができた。しかしなが
ら、読み出しノイズが若干高く、小画素大面積化と低ノイ
ズ化の両立には不十分な結果となった。また、広島大学か
なた望遠鏡に試作した大面積素子を取り付け、近赤外線に
よる試験観測を行った。InGaAsイメージセンサーの開発
は、広島大学、高エネルギー加速器研究機構、鹿児島大学
と共同で進めている。

（3）ミリ波サブミリ波多色連続波カメラ
　ミリ波サブミリ波帯での大規模な掃天観測を行うことに
よって、遠方銀河の赤方偏移、銀河団の高温プラズマの内
部構造、星形成領域におけるダストの物理量を決定するこ
とを目指して、超伝導遷移端（TES）型ボロメータを用いた
ミリ波サブミリ波カメラの開発を東大、北大、UCBerkeley、
McGill大と共同で進めている。
　本年度は、波長1.1 mmと0.87 mm帯を同時撮像可能なカメ
ラをASTE望遠鏡に搭載しての試験観測を行い、0.87 mm帯に
おいて目標とする観測感度を達成し、また、新規に開発した強
度較正装置の有効性を実証することができた。さらに、東ア
ジアにおける連続波観測を強化するために、開発および望遠
鏡に搭載しての評価の手法を基にDESHIMAやA-Polなど
の連続波受信機の開発プロジェクトに協力している。
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（4）強度相関型テラヘルツ干渉計の開発
　天体強度の相互相関を用いたテラヘルツ波領域の強度干
渉計の開発に取り組んだ。
　産業技術総合研究所と協力して超低リーク電流のSIS光
子検出器を開発し、極低温における I-V特性の評価および
接合作成条件の最適化を進めている。広帯域の光子検出器
を効率よく冷却するために吸着冷凍器の開発を行い、0.8 K
において400 uWの冷却能力が得られることを示した。本
研究では、光子バンチを用いた遅延時間測定により画像合
成が可能であることを提案している。強度干渉計による開
口画像合成についてシミュレーションを行い、研究会等で
議論を行った。SIS光子検出器の開発は、科学研究補助金
の挑戦的萌芽研究として行った。

6. 共同開発研究と施設利用

　平成28年度は、年2回の共同利用公募を行い、共同開発研
究（10件）および施設利用（23件）として受け入れ、先端
技術センターの設備を用いた開発研究が行われた。研究代
表者・研究課題については、「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。
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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28
年度は、広報室、普及室、暦計算室、図書係、出版室、国
際天文学連合・国際普及室（OAO室）および総務室の6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28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2名、助教1名（うち併任1）、研究
技師1名、主任技師1名、主任技術員1名、係長1名、特任専
門員5名、専門研究職員3名、広報普及員21名、研究支援員
1名、事務支援員2名の体制であった。
　平成28年4月1日付で山岡均准教授（広報室長）が着任、
平成28年9月12日付で広報室に都築寛子特任専門員が着任
した。
　平成28年11月30日付で国際普及室のDiaz Rosas Elian Abril
広報普及員が、平成29年3月31日付で茨木孝雄広報普及員、
岩城邦典広報普及員、二見広志広報普及員が退職した。

3. 広報室の活動

　国立天文台のチリ観測所、ハワイ観測所をはじめとする
研究プロジェクトの成果を中心に、他大学・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、天文学の最前
線の話題を広く伝えるための講演会を主催し、社会的に話
題となる流星群の天文現象を取り上げた観察キャンペーン
を普及室とともに行った。台内の広報担当者のスキルアッ
プを目指す自主研修会も企画・開催した。
 
（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。
　昨年度公開した特設サイト「多波長で観る宇宙」英語版
が、ウェブ・アワード・コンテスト2016のベスト・サイエ
ンス・ウェブサイト賞を受賞した。
　チリ観測所へは、ウェブサイトリニューアルに際して、
提案書の審査や助言を行った。
　平成22（2010）年からTwitterとFacebookで日本語と英語
のアカウントを順次開設し、ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス（SNS）による情報発信を積極的に行ってい
る。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、人事公募等を日本語と
英語で発信している。平成29（2017）年3月末現在、日本語
版Twitterアカウントのフォロワー数は80,000を超えた。今
年度からTwitterの英語版の運用を強化し、年度後半は毎日
の投稿を実施した。また、Twitterで天文台クイズを開始し、
双方向性を強化した。今年度から Instagramによる画像を
中心とした情報発信も開始した。
　研究成果や主催事業を紹介するメールマガジン「国立天
文台 メールニュース」は、159号～171号を発行した。
　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
19本制作した。制作した動画はおもにYouTubeで公開して
いる。平成28年度のYouTubeの視聴は、再生時間459,139
分、視聴回数86,005回であった。今年度、新たな試みとし
て50 cm望遠鏡による天体のライブ配信を2回実施し、合計
で約2,000件の視聴があった。また、後述の講演会や、三
鷹・星と宇宙の日の講演会などのインターネット中継を実
施した。

（2）研究成果の広報
　研究成果発表の件数は20件であった（昨年度は27件、一
昨年度は16件）。海外向けのプレスリリースには引き続き、
アメリカ天文学会、AlphaGalileo、AAASによるEurekAlert! 
の配信サービスを活用し、ほぼ全てについて和文・欧文併
記での研究発表を行った。表3、表4の＊印では内容解説動
画を内製した。

月 件　数 月 件　数 月 件　数
2016／4 358,635 2016／8 1,237,959 2016／12 522,840
2016／5 579,476 2016／9 444,328 2017／1 620,472
2016／6 555,124 2016／10 430,131 2017／2 481,406
2016／7 463,076 2016／11 532,127 2017／3 386,173

合　　　計　　　　6,611,747

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）（2016年4月－2017年3月）．
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表3. ウェブリリースまとめ．

2016年6月16日 アルマ望遠鏡、観測史上最遠方の酸素を捉える
2016年9月6日 横顔が輝く宇宙灯台：謎の超高輝度 X線パルサーの正体をスパコンがあばく＊

表4. 記者会見まとめ．

2016年5月11日 130億光年彼方での一般相対性理論の検証
～アインシュタインは間違っていなかった？～

2016年5月25日 新たなデータ解析手法で見えてきた、ガス円盤に刻まれた惑星形成の確かな証拠
2016年6月7日 大学の天文台がタッグを組んで超新星の謎を解明
2016年7月26日 夜空に浮かぶ太古の目

2016年8月12日 超巨大ブラックホールへのガス降着の鍵は超新星爆発か？
～アルマ望遠鏡で見えてきたブラックホール成長の現場～

2016年9月5日 銀河系外ホットコアを初検出！
―生まれたばかりの星を包む暖かい分子の雲―

2016年10月31日 太陽観測衛星「ひので」「IRIS」により得られた、波動による太陽彩層形成の証拠

2016年11月21日 太陽のあちらこちらに現れる謎の超音速現象の発見
―太陽観測ロケット実験CLASPによる5分間の観測成果―

2016年11月22日 銀河系に付随する極めて暗い衛星銀河の発見＊

2016年11月28日 生命がいるかもしれない惑星の“影”の観測に成功
～将来の地球外生命探索への重要な足がかり～

2016年12月5日 アルマ望遠鏡、惑星の種の成長に迫る

2017年1月16日 天の川を撃ち抜く超音速の『弾丸』を発見
―正体は「野良ブラックホール」か？―

2017年1月24日 超小型探査機が彗星の水のなぞを解明
2017年1月31日 遠方の星形成銀河でさぐる宇宙の泡構造
2017年2月24日 中間赤外線で見た土星リングの姿～明るく輝く「カッシーニのすき間」～
2017年2月28日 超広視野主焦点カメラHSCによる大規模観測データ、全世界に公開開始

2017年3月8日 アルマ望遠鏡、132億光年先の銀河に酸素と塵を発見
―最遠方記録を更新し、銀河誕生時代に迫る

2017年3月29日 "影絵 "で見えた 115 億年前の宇宙の原始超銀河団ガス

電子ブック用「小平桂一氏ビデオクリップ」 英語版
ブラックホールをさがす 日本語版・英語版
「ふれあい天文学」PR用ビデオ 日本語のみ
「HSC/M31」ビデオクリップ
「HSC/Virgo1」ビデオクリップ
ラファエレ・フラミニオ氏 基礎物理学賞特別賞受賞インタビュー 日本語版・英語版・イタリア語版
マーク・バートン氏 基礎物理学賞特別賞受賞インタビュー 日本語版・英語版
プロジェクト紹介ビデオ「天文情報センター」 日本語のみ
Perseid Meteor Shower (Aug.12,2016) 日本語のみ
CfCA「パルサー解説用ビデオクリップ」
プロジェクト紹介ビデオ「岡山天体物理観測所」 日本語のみ
プロジェクト紹介ビデオ「ハワイ観測所」 日本語のみ
プロジェクト紹介ビデオ「チリ観測所」 日本語のみ
文化財ウィークビデオ「太陽塔望遠鏡」 日本語版・英語版

表2. 動画制作まとめ．
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　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23回目を「アルマ望遠鏡が切り開く新しい
天文学」と題し平成28（2016）年12月2日に一橋講堂にて開
催、30名（23社）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。
　一般向け講演会を研究プロジェクトと共に企画し、平成
28（2016）年6月11日に国立天文台・理研講演会 「宇宙が物
語る物質の起源」を、9月10日にひので衛星10周年記念講
演会「太陽観測から宇宙と地球を探る」、11月26日に国立天
文台講演会／第22回アルマ望遠鏡公開講演会「アルマ望遠
鏡で探る星と惑星の誕生」を開催した。また、11月23日の
すばる望遠鏡×信州大学公開レクチャー「信州発ハワイ経
由、銀河研究の旅」、11月27日のすばる望遠鏡×広島大学
公開レクチャーについては、運営・広報面での支援を行っ
た。さらに、第23回自然科学研究機構シンポジウムについ
て、国立天文台が企画・運営担当となったことから、広報
室が中心となり総務課総務係と協力の上で、「現代天文学
のフロンティア―第二の地球とダークな宇宙」と題し平成
29（2017）年3月5日に開催した。
　広報用素材の拡充として、水沢VLBI観測所、岡山天体
物理観測所、KAGRAの写真撮影を行った。KAGRAにつ
いては、同時に映像の記録撮影も行った。
　広報担当者を対象とし外部講師を招いての研修会を企画
し、平成28（2016）年7月25日に広報用写真セミナー、平成
29（2017）年1月18日にサイエンスライティング研修を開催、
広報担当者のスキルアップを目指した。
　海外での国立天文台の認知度向上のため、海外で開催さ
れるメディア関係者が多く集まる会合や市民向けイベント
にブース出展を行った（New Scientist Live in London: 2016
年9月、AAAS meeting in Boston, 2017年2月）。また、アメリ
カ物理学会年次集会の会場で放映するビデオ（6分）を外注
制作し、上映した（2017年3月）。

（4）新天体関係
　本年度より新天体関係業務を暦計算室から広報室に移管
した。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15件であった。その内訳は、新星・超新
星：4件、変光星・突発天体：6件、彗星：1件、小惑星：1
件、火球・発光物体：3件であった。既知の変光星や小惑
星・彗星を新天体として通報する例が多い中、9月にあった
突発天体の通報では、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、Nova Scorpii 2016 No. 2（V1656 
Sco）の発見として認定された。

4. 普及室の活動

（1）施設公開
　平成28年度の三鷹地区常時公開には20,522名の見学者が
訪れた。団体見学は一般団体が110件（4,408名）、総合学習
が36件（362名）で、合計146件（4,770名）であった。なお、
総合学習対応では研究者による講義、質疑応答や、研究施
設の見学なども行った。公開エリア内の音声ガイドの整備
を進め、10月から第一赤道儀室、子午儀資料館、ゴーチェ
子午環室、天文機器資料館の4施設にて試験的な運用を開
始した。
　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・4月～9月：抽選制、10月～3月：
先着順）による実施に変更している。年間23回実施したと
ころ、4,671名の参加者であった。定例観望会は、平成28年
4月に20周年を迎えた。20年間に受け入れた参加者は6万人
を超える。
　4D2Uドームシアターでは、定例公開を毎月3回から毎月
4回（第1、2、3土曜日、第2土曜日の前日）に増やし、事
前申し込み制で実施した。年間47回実施したところ、5,432
名の参加者であった。定例公開のうちの5回を台内の研究
者が最新の研究成果を語る「アストロノマー・トーク」と
して開催し、好評であった。団体公開はこれまでは金曜日
のみ実施していたが、水曜日も実施するようにしたところ、
81回で2,655名の見学者があった。特に水曜日の団体公開
では、教員研修も受け入れた。視察他は96件で1,189名の見
学者があった。年間合計224回、のべ9,276名が4D2U立体
映像を鑑賞した。
　定例的な文化財ツアーは平成28年3月末で事業を終了し
たが、平成28年度は太陽塔望遠鏡特別公開（11月3日、5日、
6日・参加自由）、文化財ツアー（11月3日と3月20日・事前
申し込み制）を開催し624名の参加があった。

（2）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
5,774件（表5）、手紙は134件、うち公文書は52件であった。

（3）教育・アウトリーチ活動
　「ふれあい天文学」は7年目を迎え、応募86校のうち80校
で実施した。参加児童・生徒は8,017名、講師は49名であっ
た。平成27年度に実施したアンケートを元に、天文教育普
及研究会、日本天文学会秋季年会において発表を行った。
特に日本天文学会では記者発表も行った。
　天文現象キャンペーンは、平成28年8月に「夏の夜、流れ
星を数えよう 2016」を実施し、報告件数は2,311件であった。
一般の方からの報告を多数集計することで熟練観測者に近
い観測結果を得られる可能性を示した論文が“Planetary and 
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Space Science”に掲載された。
　8月16日（火）、17日（水）の2日間に、小学生、中学生
を対象とした「夏休みジュニア天文教室2016」を開催した。
1日目は、望遠鏡の組み立て工作や使い方のレクチャー、2
日目は、JASMINE検討室の協力の下、天体の距離について
のレクチャーと北斗七星の立体星図工作・4次元デジタル
宇宙ビューワーMitakaによる解説を行った。また両日と
も天体観望会を実施（1日目は台風の来襲により中止）した。
参加者はのべ77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、事務局等として参加した。メインテーマは「重
力波が拓く天文学」とし、10月21日（金）、22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。21日のプレ公開には542名、22日の本公開
には3,992名、合計4,534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研究施設の公開、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、VR体
験等、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。
　「最新の天文学の普及をめざすワークショップ」は、科
学館／博物館職員・教員・サイエンスコミュニケーターな
ど、天文学を普及する職についている者を対象とし、10月
2日（日）～4日（火）の日程で「重力波天文学」をテーマ
に開催した。富山大学を会場としての講義および、東京
大学宇宙線研究所神岡地区において大型低温重力波望遠鏡
KAGRA、地下ニュートリノ観測装置スーパーカミオカン
デ、液体シンチレーター反ニュートリノ検出器カムランド
（東北大学） の見学などを行った。参加者は64名であった。
　国際プラネタリウム協会（IPS）ほかと共催で、「Data to 
Dome Workshop」を平成29年3月2日（木）、3日（金）に大セ
ミナー室および4D2Uドームシアターを会場として開催し
た。これは科学データのドームでの可視化を容易にし、プ
ラネタリウムでの科学コミュニケーションの可能性を上げ
ようという趣旨で行われたハンズオンの国際ワークショッ
プである。参加者は招待講演者9名を含めた52名、うち海
外（アメリカ、カナダ、台湾、ドイツ、南アフリカ、香港、
オランダ、スリランカ）からの参加は15名であった。

（4）地域活動
　国立天文台三鷹キャンパスに隣接する「三鷹市星と森と
絵本の家」の平成28年度の年間入館者数は、41,068名であ
る。普及室では、企画展「暦　かぞえるくらし」（平成28年
7月～平成29年6月）の監修を行った。また、七夕、伝統的
七夕、お月見等のイベントにも協力した。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、優秀作品3本の選出に協
力した。
　三鷹市、NPO法人三鷹ネットワーク大学推進機構と共催
で、9月23日（金）～10月23日（日）に「第8回　みたか太
陽系ウォーク」を実施した。市内170店舗、国立天文台や
市役所など67施設、合計237カ所にスタンプが設置された。
さらに、19個のイベント限定スタンプを合わせると過去最
多の256個のスタンプ設置数となった。スタンプ台紙の配
布は約18,000部、景品交換者は3,379名であった。すべてを
回った参加者が387名もおり、太陽系の広がりを体感しな
がらの商工振興や観光促進、さらには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！－」の会場提供や講師派遣、講習等を行った。
　三鷹市、三鷹ネットワーク大学、株式会社まちづくり三
鷹と共同で運営している「天文・科学情報スペース」は開
所2年目を迎え、平成28年度には11の企画展が実施された。
天文情報センターは、企画展のうちの2つを提案し、3回の
講演会に協力した。また、大型ディスプレイによる国立天
文台の広報、毎月のほしぞら情報の映像及び配布版の提供、
「宙読み書房コーナー（2カ月ごとにテーマ更新）」の企画、
毎月第4日曜日に開催される「Mマルシェ」への協力を行っ
た。平成28年度の来場者は21,674名で、開所からの来場者
2万人、3万人突破のセレモニーが行われた。街なかで気軽
に科学に触れることができる場所として定着しつつある。

（5）コンテンツ事業
　国立天文台オリジナルグッズを企画した業者に協力し、
缶バッチ、文化財施設の絵葉書、Tシャツなど、5製品、132
種類のグッズ製作をサポートした。また、土日など生協店
舗営業時間外にも見学者がグッズを購入できるよう、平成
28年8月より展示室入口にカプセルトイマシンの設置を誘

太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～6月 167 70 43 28 330 92 147 554 1431
7～9月 126 110 63 15 209 149 134 803 1609

10～12月 192 233 44 4 276 121 137 649 1656
1～3月 136 63 29 6 225 112 107 400 1078

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28年4月－平成29年3月）．
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図1. 暦計算室WEBアクセス件数（年度別PV）．

致した。さらに、三鷹・星と宇宙の日にもグッズ販売ブースを誘
致した。これらのグッズは、年間総計1,230点が販売された。

5. 暦計算室の活動

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

（1）平成29年版暦象年表、平成29年版理科年表暦部、平成
30年暦要項（平成29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。

（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、アクセシビリ
ティ対応も順次実施している。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・しぶんぎ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28年度のアクセス数は2,400万
件弱であった。

（3）日本カレンダー暦文化振興協会では第6回総会、新暦奉
告参拝を開催した。

（4）天文台の貴重書である和漢書から、図書室と共同で、
第54回 二十四節気と暦 、第55回 間重富の常設展示を行っ
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/）。

（5）新天体業務は本年度より広報室に移管した。

6. 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28年度に来室し
た台外利用者は249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28年度は、複写と
貸出をあわせて96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）におい
ては、従来から三鷹図書室の一部を公開していたが、平成
28年度は公開範囲を拡大し、一般向け・低年齢層向けの資
料のほか、天文学関係の専門書の多くも見学者が実際に手
に取ってみることができるようにした。
　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。

7. 出版室の活動

　広報普及に役立つ独自印刷物の企画編集・刊行を今年度
も実施した。本年度刊行した定期出版物は以下のとおりで
ある。
・国立天文台年次報告　第28冊 2015年度
・ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL ASTRONOMICAL 

OBSERVATORY OF JAPAN, Volume 18, Fiscal 2015
・国立天文台報　第18巻
・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. 273～No. 284（平成28年4月号
～平成29年3月号）
・電波天文学広報まんが「アルマーの冒険」（第6回）
・国立天文台広報ポスターシリーズ（第4号・第5号・第6
号）

　平成28（2016）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。『理科年表』の国際版
の制作は、各著者による最初の原稿チェックを終え、レイ
アウト作業が進行中である。電子化事業では、年次報告の
研究ハイライトおよび国立天文台ニュースの定型レイアウ
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ト記事の電子データを組み込んだ「NAOJ-Universal Multi-
Publication System（NAO-JUMPS）」のブラッシュアップを
進めるとともに、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）」の

1号書籍として“Makali‘i in Hawai‘i ”（ISBN978-4-908895-
01-2）を刊行した。通常業務では、年次報告や国立天文台
報、国立天文台パンフレット等を制作・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、「すばる望遠
鏡2016特集」（7月号）、「水沢VLBI観測所特集」（12月号）、
「太陽観測衛星ひので10周年特集」（1月号）、「TMT計画を
進める人々Vol.01特集」（3月号）の各特集号を増ページ・
増刷発行して、各プロジェクトの広報に寄与した。とくに、
TMT特集では、カリフォルニアおよびハワイで国際的な
インタビュー取材を実施、3月号ではカリフォルニア編と
して12件の和・英併記記事を掲載し、制作コンテンツの本
格的な国際化を試みた。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・国際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、2017年カレンダー「SUBARU Telescope」を
制作した（2005年から通算12作目）。また、広報室、事務部
総務課、ひので科学プロジェクト等による英語発信業務に
ネイティブチェックとして参加し、国立天文台の国際的発
信能力の拡大・増強に寄与した。また、例年同様に『理科
年表2017年版』の天文部の編集支援も行った。

8. 国際天文学連合・国際普及室（IAU・OAO）

　天文情報センター内の一室として設置されている国際天
文学連合（IAU）の国際普及室（OAO: Office for Astronomy 
Outreach）は平成28（2016）年度中に、National Outreach 
Contacts （NOCs）（各国のアウトリーチ窓口）との協力関係
の強化に努め、平成28（2016）年度末現在での69NOCsと
連絡・調整を行っている。今年度は17NOCsとの間で重要
な前進がみられた。関連して、IAU OAOは、近い将来によ
り目的達成に効果が高い各国のアウトリーチシステムの検
討を次年度より開始することを発表した。
　国際的な情報提供事業に関しては、平成28（2016）年
度中に IAUのソーシャルメディア上に総計550回の投稿を
OAOより行い、年間でFacebookは33 %、Twitterは40 %の
成長をもたらした。一方、IAUアウトリーチ・ニュースレ
ター（メールニュース）を24通配信し300項目の情報を世界
中の4,500人の加入者に提供した。メールニュースは、各国
の協力者によって4つの異なる言語に翻訳され再配信され
ている。
　平成28（2016）年5月16－20日にはコロンビア・メデジ
ン市にて、IAUのC2分科会CAP2016国際会議が開催され、
30カ国から140名の参加者であった。OAOは実行委員長の

一人として本会議を運営するとともに、多くのスタッフが
参加し、発表やワークショップ実施等で国際交流を深めた。
普及室ほかに協力して、CAP2018in福岡国際会議の招致に
成功し、その準備作業を大会組織委員や福岡市等と協力し
て進めている。
　9月24－26日には国立天文台三鷹にて天文教育普及研究
会と共催で「ユニバーサルデザイン・シンポジウム」を開
催し、15カ国から131人の参加があった。
　また、翻訳ネットワークに関する調査を実施し、OAOの
ステークフォルダーや天文普及コミュニティにおける各国
言語への翻訳要望や翻訳サービスをOAO事業として立ち
上げる際の主要課題を取りまとめた。平成28（2016）年度
中にいくつかの評価会議を行い、平成29（2017）年度より
翻訳ネットワーク事業を試験的に開始することになった。
　IAU OAOは、8月31日－9月2日に IAUと国立天文台によ
り国際評価を受けた。これは、IAUと国立天文台間のOAO
に関しての協定が今年度末で切れるためで、徹底した実り
ある評価プロセスが実施された。評価者からの主な勧告は、
天文学のアウトリーチの範囲は非常に広いが、OAOは焦
点を絞り優先順位を決めて、計画的に事業を進めること等
であった。勧告を受けて、OAOはその組織や役割分担を
見直し、異文化コミュニケーション研修などを経て、新た
な組織形態で事業を推進している。平成29（2017）年2月に
IAUとNAOJは評価結果に基づいて2017年度－2021年度の
新しい協定を交わした。
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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28（2016）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（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ほとんどが光
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28（2016）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）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。す

ばる望遠鏡のキュー観測で偶然写りこんだ彗星について解
析を行い、ダストトレイルのデータとして活用した。東京
大学の木曽観測所で彗星の観測を行った。太陽系外惑星の
直接撮像法による探索データの解析を継続して行った。原
始惑星系円盤のすばる望遠鏡による観測に基づき、ALMA
望遠鏡による観測を提案しデータを取得した。

（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。東アジア
中核天文台連合（EACOA）中口径望遠鏡および日本国内の
光赤外大学間連携ネットワーク（OISTER）との連携観測を
目的とし、カザフスタンのFessenkov Astrophysical Institute
との観測研究計画を協力して推進した。2016/11/21－22に
京都大学で開催された光赤外大学間連携ワークショップで
は、Fessenkov Astrophysical Instituteからの出席者から研究
協力成果の報告があり、2017/03/28－04/01 にはカザフスタ
ン、AlmatyのFessenkov Astrophysical Instituteにおいて日本
との間の研究協力ワークショップが開催された。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
議論を行っている。イタリアの研究者としし座銀河団の中
の広がった電離水素ガスの研究を行った。米国の研究者と
銀河周辺に広がった紫外線領域に関する研究を進めている。

（3）データアーカイブを用いた研究

　新約聖書における天文現象の記述の検証を人間文化研究
機構と共同で開始した。この他の古暦、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Ultra Diffuse Galaxiesの研究を行っ
た。木曽紫外線超過銀河（KUG）カタログ天体の画像デー
タおよびこれを用いた修正位置データを木曽観測所ホーム
ページに掲載し、これに関する論文投稿を行った。また木
曽シュミット乾板のデジタル化を引き続き行っている。

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
の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
法の検討を行った。すばる超広視野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

18　光赤外研究部
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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
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。各種研究会での三鷹での開催の支援も
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、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支援を行っている。
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。古い機材を整備するなど
工夫して、新しい赤外線検出器評価実験のための準備を進
めた。

7. 広報普及・新天体発見業務

　天文情報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。小金井での
全国同時七夕後援会の開催に協力した。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、東京工業大学、日本大学、
法政大学、電気通信大学からの院生・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
的に行っており今年度も継続した。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。
国際協力機構（JICA）の事業である日本－モンゴル国間の
国際共同教育プログラム（M-JEED）と共同して、モンゴ
ル国立大学の教員や研究者と国立天文台との共同研究を通
じて研究能力の向上、研究機能の強化、人材の養成を目的
とした活動が行われている。平成28（2016）年度は、国立

天文台の教員3名が9/5－9/10までの間、モンゴル国立大学
を訪れ、天文学の講義を行った。
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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。光観測の障害が
「人工光による光害」であるように、電波観測の障害は我々
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。2016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による電
波干渉のリスクが増えた。
・新しい電波応用の発生と拡大：
高い周波数帯域の利用促進が進んでいる。76 GHz帯
車載レーダが普及し、81 GHz帯域までの広帯域車載
レーダが人身事故を減少させる可能性から更に普及す
る可能性がある。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。衛星運用会社は船舶、航空機へのブロードバン
ド通信を世界的に改善する新計画を発表している。
・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
一般電波用途では考慮しない程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
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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（水メーザー
観測に与える影響）、災害対応1.6 GHz帯衛星携帯電話（パ
ルサー観測等への影響）、流通・製造現場の物位置の把握
に使われるUWB無線測位応用、さらに定期航路航空機か
ら通信衛星へのKa帯ブロードバンド通信（水メーザー観
測へ与える影響）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。
　2016年度はジュネーブで4月、10月にWP7D会合、2016
年5月、11月にWP1A会合、そして成都で2016年7月に開
催されたAPG19-1に参加してきた。それら会議の電波
天文に関係する主な議題としては1.6 GHz衛星通信を活
用した世界海洋遭難安全システム（GMDSS）の近代化、
160 MHz海上移動衛星を活用した海上無線通信の高度化
検討、79–81 GHz車載レーダとの共存を実現するための
共用検討Correspondence Group設置、次世代国際携帯電話
（IMT2020）向け周波数の特定などである。2019年に催され
るWRC-19では、24から86 GHz間にある11の候補周波数帯
からの IMT2020向け周波数の特定や、275 GHz以上の周波
数帯の能動業務への割り当てを予定している。

（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、ならびに
総務省の許認可にかかわる無線業務者との直接折衝活動、
一般社会への電波干渉の周知活動である。中でも、無線業
者との折衝活動は国内活動の大きな特徴である。
　総務省主催の委員会は、上記国際会合に対応した国内会
議であり、国際会合への日本の対処方針を出す。作業班な
どそれ以外の総務省主催会議は、総務省が政策的に推進す
る電波応用の技術審議会あるいは総務省が許認可にかかわ
る無線業務者との折衝の場である。電波天文観測保護に直
接的な影響を与える“折衝”は、社会・技術動向に関連し
た干渉問題に対応し、同時進行的に行われてきた。
　以下に、前出項目（2）現状の課題、の内いくつか干渉問

題の例を挙げる。
　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。
　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45 m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
全に深くかかわってくることから、これまで相互の合意が
得られるよう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。
　災害対策改善に向けた総務省審議に応じ、米国グローバ
ルスター社衛星携帯電話の運用条件見直し検討を行い、改
訂運用協定書を締結した。衛星への1.6 GHz帯uplink信号
の不要放射による電波天文帯（OHメーザー観測）への干
渉リスクを考慮し電波天文帯近接チャンネルの使用を禁止
し、離隔地域を設定した。
　総務省作業班ではKa帯を用いた移動体向けブロードバ
ンド衛星通信による日本の電波天文観測所への干渉が懸
念された。しかし22 GHz downlinkと定期航空路機からの
30 GHz uplink信号の二つの信号の検討を通じて野辺山観測
所を含むどの日本の電波天文観測所にも干渉リスクのない
適切な運用条件を見出すことができた。作業班は他の衛星
運営会社のシステム運用の検討を同様に2017年度に予定し
ている。
　その他に無線電力伝送（近距離電気自動車充電用）や線
路・新幹線間の次世代鉄道無線通信システムなど、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
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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。1編は大型のフレア現象を生じた太陽黒点領域
に関する統計解析研究、もう1編はひので衛星および IRIS衛
星を用いた黒点成長時の小規模エネルギー解放現象に関する
観測研究である。また、フレア現象に関する論文1編を共著
として発表した。今年度はLingezicht研究所・オスロ大学・ユ
トレヒト大学名誉教授のRobert Rutten氏を招聘し、太陽スペ
クトル形成に関する講義・実習を開催したほか、台内研究者
と積極的な議論を展開した。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
鳥海が務めた。

2. 教育活動

　平成28（2016）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名であった。そのうち神原
永昌・吉田正樹は研究中間レポートの審査に合格した。また
各プロジェクトの支援のもと、京都大学・名古屋大学と連携
して、学部学生が太陽関連研究施設を回る「太陽研究最前線
体験ツアー」を3月に実施、8名が参加した。

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。またヨーロッ
パにおいて計画されている同じく4 mの太陽望遠鏡European 
Solar Telescope建設における協力の検討のため来日したスペ
イン Instituto de Astrofísica de Canariasの研究者と議論を行っ
た。地上観測に関する将来計画についても検討を開始してお
り、特に東アジア地域やペルーとの国際協力を視野に入れて
いる。
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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28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、時空の起源、初期宇宙・銀河・恒星・惑星の
形成と進化、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。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装置を用いた観測天
文学との共同研究や、ニュートリノ宇宙物理、重力波天文、
素粒子・原子核物理等の隣接研究領域との学際共同研究も
積極的に推進し、幅の広い特色ある研究を行っている。
　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、活発な国際的研究活動を展開した。ま
た、若手研究者の有力な研究場所の一つとして研究を行い、
大学および研究機関との人事交流が活発である。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。常任の教授・准教授・助教お
よび特任助教（国立天文台フェローを含む）・EACOAフェ
ロー・専門研究職員・特任研究員・日本学術振興会特別研
究員・研究支援員が、総合研究大学院大学・東京大学大学
院・日本女子大学大学院の院生とともに理論天文学の研究
および教育を展開した。

2. 現員と異動

　平成28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2名、
EACOAフェロー2名、ならびにこれら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、井上

剛志（助教）は、平成28年11月に名古屋大学准教授に転出
した。

3.  研究成果

　本年度中に原著論文・国際会議報文等として発表した研
究成果のうち、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。件数が5未満の項目は省
略した。

欧文報告（査読あり）：91
欧文報告（国際会議講演）：71（招待講演16）
和文報告（学会発表等）：42

　研究成果の一部は巻頭の研究ハイライトとして報告され
ている。ここでは理論研究部の構成員が主体的に行った研
究についてリストアップする。

・ Ia型超新星における元素合成に対する新しいGamow-
Teller遷移強度の影響（森寛治、梶野敏貴、他）
・ 磁気リコネクション系における新しい電子軌道の発見
（銭谷誠司、他）
・ コンパクト星合体からの“Kilonova” 放射（田中雅臣）
・ rプロセス元素から探る矮小銀河の化学力学進化史（平
居 悠、梶野敏貴、他）
・ H0LiCOW - Lens Mass Model of HE 0435-1223 and Blind 

Measurement of Its Time-delay Distance for Cosmology
（Wong, K. C.、他）
・ Ia型超新星で観測される特異な減光則を担う星間ダスト
の性質（野沢貴也）
・ Ibn型超新星の星周物質と爆発の性質（守屋尭、他）
・ 白色矮星の降着誘発崩壊に伴う電波変光天体（守屋尭）
・ ブラックホールに崩壊するマグネターによって明るくな
る超新星（守屋尭、他）
・ ニッケル56を真似るマグネターの性質（守屋尭、他）
・ スイング増幅による銀河渦状腕の形成（小久保英一郎、他）
・ 多孔質ダストの重力不安定による微惑星形成（小久保英
一郎、他）
・ カリクローの環のN体シミュレーション（小久保英一郎、他）
・ II型超新星における重元素生成：核物質状態方程式に対
する感度（梶野敏貴、他）
・ ビッグバン元素合成における相対論的遮蔽効果と低位共
鳴（梶野敏貴、他）
・ Ia型超新星の赤方偏移－距離関係におけるダークフロー
の検出可能性（梶野敏貴、他）
・ ステライルニュートリノダークマターによる重力崩壊型
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超新星への影響（梶野敏貴、他）
・ 強磁場をともなう中性子星でのπ中間子生成：中間子シンクロト
ロン放射の相対論的量子論による予測（梶野敏貴、他）
・ レーザー駆動ガンマ線パルスによる爆発的元素合成理論の
ための反応断面積の計測可能性（梶野敏貴、他）
・ Isomer Production Ratio of 113Cd following Neutron-Capture 

Reactions to Investigate the Origin of 115Sn（梶野敏貴、他）
・ 超新星背景ニュートリノによる赤色超巨星問題と超新星発
生率問題の解決案（梶野敏貴、他）
・ サリス統計によるビッグバンリチウム問題の解決案（梶野
敏貴、他）

　また、「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/）上でリリースした研究成果は、以下の通
りである。

・ 大学の天文台がタッグを組んで超新星の謎を解明（田中雅
臣、他）
・ 横顔が輝く宇宙灯台： 謎の超高輝度X線パルサーの正体を
スパコンがあばく（川島朋尚、大須賀健、他）
・ 磁気リコネクション系における新しい電子軌道の発見（銭
谷誠司）
・ 宇宙のレンズが裏付ける予想より速い宇宙の膨張
（K.C.Wong、他）
・ 宇宙の鉄はどこに？微小重力実験で迫る金属鉄の凝縮過程

(野沢貴也、他 )
・ 精密核物理で Ia型超新星元素合成の謎にせまる（森寛治、
梶野敏貴、他）
・ rプロセス元素から探る銀河の初期進化史（平居悠 、梶野
敏貴、他）
・ ビッグバン宇宙論リチウム問題、解決か？ ：エレガントな
解（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。

・ 第5回DTAシンポジウム：プレソーラー粒子から探る星間
ダストの進化と太陽系の起源（2016年9月26日～2016年9月27
日、国立天文台三鷹キャンパス）。本研究会では、地球上にて
手にすることができる唯一の太陽系外物質「プレソーラー粒
子」の物理的・化学的性質に着目し、分析・実験・理論・観
測の多角的な視点からその起源・進化が議論された。（参加
人数、38人）

・ 日本SKA合同サイエンス会議「宇宙磁場：銀河系内現象か
ら大規模構造へ」（2016年10月27日～2016年10月29日、ルーセ

ントタカミヤ（山形蔵王））。SKA(Square Kilometer Array)計
画に関する検討の一環として、日本SKAコンソーシアムの宇
宙磁場科学検討班を中心にパルサー検討班、星間現象検討班、
突発天体検討班との共催で、国立天文台研究集会としてのサ
ポートを受けて開催された。（参加人数、35人）

・ 第6回DTAシンポジウム「星形成を軸に俯瞰する磁場の役
割とその観測的検証」（2016年11月24日～25日、国立天文台 
三鷹キャンパス）。星から銀河スケールに渡る磁場の構造と
その役割について考察するため、観測理論両面から俯瞰する
ことを目指し、研究対象ごとにレビュー的講演11件、一般講
演16件を行った。また、他分野の観測手法についての理解が
進むように観測手法に関するチュートリアル的な講演も行わ
れた。（参加人数、37人）

・ 第29回理論懇シンポジウム「重力が織りなす宇宙の諸階
層」（2016年12月20日～2016年12月22日、東北大学　青葉山
キャンパス）。理論天文学・宇宙物理学の要とも言える重力
に関する多彩なトピックスについて最近の研究を概観し、天
文学から基礎物理学に至る幅広い分野の議論が行われた。国
立天文台研究集会としてのサポートを受けて開催された。
（参加人数、153人）

5. 国際研究協力

　梶野敏貴は、カナダ科学技術評議会（NSERC）国際審査委
員、欧州高度計算機科学共用促進機関（PRACE）国際審査委
員、欧州核物理学関連領域理論センター（ECT*）国際アソシ
エート、スイス国立科学財団（SNF）評価委員を務めた。小
久保英一郎は国際天文学連合（IAU）のCommission A4組織委
員を務めた。

　また、理論研究部が主催者または共催者として以下に記す
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。

・4th DTA Symposium on Compact Stars and Gravitational Wave 
Astronomy（2016年5月13日～5月14日、国立天文台三鷹キャン
パス）。コンパクト天体に関する未解決問題や重力波天文学の重
要性を中心に広い視点から議論した。（参加人数、約20人）

・NIC XIV School on Nuclear Astrophysics（2016年6月13日～
2016年6月17日、新潟大学）。第14回国際会議本国際会議のプ
レスクールとして、新潟大学が主催し、国立天文台・理化学
研究所ほか多くの国際機関のサポートを得て開催された。本
国際スクールでは、研究者によって宇宙核物理学・天文学の
諸課題に関する講義が若手研究者（ポスドク・大学院生）を
対象に行われ、若手による研究発表も行われた。（参加人数、
約70人）
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・14th International Symposium on Nuclei in the Cosmos (NIC 
XIV)（2016年6月19日～2016年6月24日、新潟市朱鷺メッ
セ）。1991年にウィーンで始まった宇宙核物理学の第14回
国際会議本国際会議として、国立天文台と理化学研究所が
共催し、国際純粋応用物理学連合ほか多くの国際機関のサ
ポートを得て開催された。世界第一線の研究者が参加し、
元素の起源に焦点をあててビッグバン初期宇宙論から銀
河・恒星・太陽系の形成・進化に至るまでの研究課題が議
論された。（参加人数、約300人）

・ 2nd NAOJ-ECT* International Workshop on Many Riddles 
About Core-Collapse Supernovae: 1 Bethe and Beyond（2016年
6月27日～2016年7月1日、国立天文台 三鷹キャンパス）。第
１４回国際会議本国際会議のポストコンファレンスとして、
国立天文台と国際研究交流協定を締結した欧州理論物理学
研究所（ECT*）との第2回共同国際集会として、超新星爆発
にまつわる幅広い研究者を集めて開催された。当国際会議
は「萌芽的研究集会」として総合研究大学院大学のサポー
トを受けた。（参加人数、52人）

・ 9th Meeting of Cosmic Dust（2016年8月15日～2016年8月19
日、東北大学 青葉山キャンパス）。本国際会議は 宇宙初期
から惑星系形成までのダスト進化・物理過程、分子・有機
物・氷の生成や電子加熱などダストに関する幅広い分野を
議論し、宇宙における物質進化の全体的な描像を明らかに
することを目指して開催された。（参加人数、51人）

・Japan-Germany Planet and Disk Workshop（2016年9月25日
～2016年9月30日、沖縄県石垣市）。日独研究者を集めて、
惑星系形成に関する議論を行った。（参加人数、約50人）

・ Quarks and Compact Stars 2017 (QCS2017)（2017年2月19
日～2月22日、京都大学 基礎物理学研究所）。2014年に北京
大学で行った日中二国間会議「QCS2014」の流れを引き継
ぐ日中韓の三国の研究者を中心とする国際会議であり、高
密度星を「実験室」とするハドロン・クォーク物質の諸相
の性質や諸相間の相転移、相平衡に基づくEOS、QCD相図、
等について議論した。（参加人数、約70人）

6. 教育活動

　研究教育職員が行った大学院および大学での講義科目は
以下の通りである。

・梶野敏貴：東京大学大学院「天文学考究 I,II」「論文輪講
I,II」「天文学特別問題考究Ⅱ」、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」

・小久保英一郎：東京大学「惑星地球科学 I」、琉球大学「太
陽系と系外惑星系」
・田中雅臣：総合研究大学院大学「観測天文学概論 I」、千
葉大学「宇宙物理学特論」、東北大学「恒星物理学特論 II」
・浜名崇：東京農工大学「地学」

また、滝脇知也は「超新星：星の最期の瞬間を飾る爆発」
（愛知県立時習館高等学校）、小久保英一郎は「宇宙の中の
地球」（金沢泉丘高校）についてスーパーサイエンスハイス
クール特別講演会を行い、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。

・梶野敏貴：「物質と時間・空間の根源に迫る宇宙研究」
（国際会議「宇宙と元素」開催記念講演会、東京一橋講堂）、
「重元素の起源」（宇宙核物理フォーラム、理化学研究所）
明治大学「原子核物理」
・小久保英一郎：「美しい太陽系」「新世界－見えてきた太
陽系外惑星」（にいがた市民大学）、「星くずから地球へ」（大
阪府立大学宇宙物理学研究室七夕講演会）、「水色の地球」
（朝日カルチャーセンター横浜教室）、「星くずから地球そ
して月へ ースーパーコンピュータで探る起源」（ディスカ
バリーパーク焼津天文科学館）、「不思議な惑星 見えてきた
系外惑星の世界」（池袋コミュニティ・カレッジ）「惑星系
形成論入門」「太陽系と系外惑星系」（早稲田大学エクステ
ンションセンター）、「地球の誕生」（甲南大学プレミア2nd
「元素の起源の探求プロジェクト」特別公開講演会）・滝脇
知也：「重力崩壊型超新星研究の最前線」（朝日カルチャー
センター東京）、「超新星：星の最期の瞬間を飾る爆発」（朝
日カルチャーセンター横浜）、「ユニバース」（科学技術館シ
ンラドーム一般講演会）
・田中雅臣：「星の一生と超新星爆発」（朝日カルチャーセ
ンター新宿）、「超新星爆発の瞬間を追って」（三鷹ネット
ワーク大学）、「超新星観測研究の最前線」（朝日カルチャー
センター新宿）、「星が「死ぬ」とはどういうことか－超新
星爆発の謎に迫る」（駿台学園駿台天文講座）、「星が「死
ぬ」とはどういうことか－超新星爆発の瞬間を追って」（サ
イエンスカフェ・オリオン）

8. 受賞等

　滝脇知也助教が2016年度日本天文学会研究奨励賞を、銭
谷誠司特任助教が平成28年度科学技術分野の文部科学大臣
表彰・若手科学者賞を、田中雅臣助教が第9回井上リサーチ
アウォードおよび平成28年度科学技術分野の文部科学大臣
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表彰・若手科学者賞を、白崎正人日本学術振興会特別研究
員が第33回井上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。

Akif B. Balantekin（ウィスコンシン大学、米国）
Carmen Adriana Martinez Barbosa （ライデン大学、オランダ）
Melina Bersten （ラプラタ大学、アルゼンチン）
Myung-Ki Cheoun（ソンシル大学、韓国）
Emmanouil Chatzopoulos （ルイジアナ州立大学、米国）
Vivien Chen（国立台湾大学、台湾）
Chau Ching Chon（中央研究院天文及天文物理研究所、台湾）
Silvio Cherubini （カタニア大学、イタリア）
Roland Diehl （マックスプランク研究所／ミュンヘン工科大
学、ドイツ）
Kevin Ebinger （バーゼル大学、スイス）
Marius Eichler （バーゼル大学、スイス）
Michael A. Famiano（西ミシガン大学、米国）
Morgan Fraser （ダブリン大学、アイルランド）
Gaston Folatelli （ラプラタ大学、アルゼンチン）
Carla Frohlich （ノースカロライナ大学、米国）
Federico Garcia （アルゼンチン電波天文学研究所、アルゼン
チン）
Tristan Guillot（ニース天文台、フランス）
Ji-an Jiang （ケンブリッジ大学、イギリス）
Oliver Just （マックスプランク研究所、ドイツ）
Kostas Kokkotas（テュービンゲン大学、ドイツ）
Takami Kuroda （バーゼル大学、スイス）
Kyujin Kwak （ウルサン大学、韓国）
Shih-Ping Lai（国立台湾大学、台湾）
Sheng-Jun Lin（国立台湾大学、台湾）
Doug Lin （カリフォルニア大学ベークレー校、米国）
Andreas Lohs （ダームシュタット大学、ドイツ）
Grant J. Mathews （ノートルダム大学、米国）
Gail Mclaughlin （ノースカロライナ大学、米国）
Annabella Mondino Llermanos （コルドバ大学、アルゼンチン）
Bernhard Mueller （ベルファストクィーン大学、イギリス）
Quang Nygen-Luong（韓国天文研究院、韓国）
Valerio Pirronello （カタニア大学、イタリア）
Yoshito Shimajiri（サクレー原子力庁センター、フランス）
Benjiamin Wehmeyer （バーゼル大学、スイス）
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「国際連携室」は、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、安全保障貿易管理を含む国際協力プロ
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28（2016）年度も前年に引き続き国際研究交流
担当の台長特別補佐と連携して業務を遂行した。

1. 国際協力プロジェクト支援

　国際的研究教育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法的
チェックや事務、締結式開催の支援、貨物輸出・技術提
供・外国人スタッフの受入・職員の出張に関わる安全保障
貿易管理を担当する。平成28（2016）年度は、自然科学研
究機構名義を含め新規・更新合わせ9件の研究協力協定等
が締結された。また安全保障貿易管理では、該非判定70案
件、121品目を取り扱うとともに、10月には三鷹で説明会
（参加者総数15名、野辺山とはTV会議で接続）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

　平成28（2016）年4月13－14日に国立天文台、三鷹で開
かれた東アジア天文台（East Asian Observatory : EAO）ボー
ド、続いての JCMTボード・ユーザーズミーティング（4月
15－18日開催）を支援した。東アジア各地域を代表する中
核天文台である、中国科学院国家天文台（中国）、自然科
学研究機構国立天文台（日本）、韓国天文宇宙科学研究所
（韓国）、台湾中央研究院天文及天文物理研究所（台湾）の

4機関を構成員とする東アジア中核天文台連合（East Asian 
Core Observatories Association）による博士号取得後のフェ
ローシップ事業の平成29（2017）年分の公募を他の3機関
とともに行うに際し、台長特別補佐をサポートした。国立
天文台天文情報センターに置かれた「国際普及室」（The 
Office for Astronomy Outreach of the IAU：IAU OAO）および、
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 在 南アフリカ）の活
動を支援した。
　8月末から9月初めにかけて行われた、IAUによるOAO
のReviewで IAU OAOを、9月28日－10月1日にロンドンで

開かれたNew Scientist Liveへの出展に際し、広報室を支援
した。9月26日－30日にソウルで開催されたEAMA10（第
10回東アジア天文学会議）会場では国立天文台のプロジェ
クトや研究成果を紹介する展示を行った。
　11月21－23日に三鷹で行われた JCMT TAC、および2月
27日－3月2日に開かれた東アジアAstro Statisticsワーク
ショップの開催を支援した。
　広報室の体制変更に伴い、海外での一般広報は広報室、
リクルートを含む研究者への広報活動は国際連携室が担当
することとした。

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、実施をサポートし、事務的な課題や対
応についての相談や質問に答えている。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28（2016）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36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。初歩的な日本語の習得を目的とした日本語
教室は、平成28（2016）年度も継続し、引き続き講師によ
る授業とE-Learningを併用した。査証取得・更新は外国人
職員・同家族12名、招聘研究者18名、訪問・滞在研究者等
18名を支援。
　台内事務関連の通知、様式の英語化・日英併記化を進め
（平成29（2016）年度下期のみで67件）、外国人が事務手続
きを行うに当たっての障壁を低くする活動を推進した。
 
5. 国内研究機関との国際交流に関する連携

　国内の大学等の教育・研究機関との国際交流に関する連
携を進めるとともに、自然科学研究機構の国際戦略本部
および国際連携室との国際協力に関する連絡調整を行っ
た。岡山天体物理観測所、および石垣島天文台と国内9大
学の連携により行われている「大学間連携による光・赤外

22　国際連携室
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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。 大学間連携に関しては、平成29
（2017）年度から、研究推進課に予算を移管することになっ
たが、引き続き事務的な支援を行う。


