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Ⅱ 各研究分野の研究成果・活動報告

1　ハワイ観測所

1. ハワイ観測所スタッフ

　平成29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7名）、
技術職員4名、事務職員3名、特任研究員1名（三鷹勤務）、
特任専門員9名（うち三鷹勤務7名）、専門研究職員1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70名派遣されており、内訳は、支援科学者、ソフト
ウェアや観測装置などを担当するエンジニアや、施設、機
械、車両、実験室の技術者、望遠鏡・装置オペレータ、秘
書、司書、事務職員、科研費雇用による研究者、大学院生
である。これらの職員が力を合わせ、望遠鏡、観測装置お
よび観測施設の運用や、共同利用観測の遂行、開発・研究、
広報並びに教育活動を行っている。

2. 主要な観測成果

　すばる望遠鏡を用いた観測によって、平成29年度には以
下の例のような重要な研究成果が論文として発表された。

（1）重力波源を電磁波として初めて観測することに成功し、
光赤外線対応天体の明るさの時間変化から、鉄より重い元
素を合成する過程の一つである「rプロセス」元素合成現場
を捉えたことを強く示唆する結果を得た。

（2）超広視野主焦点カメラHyper Suprime-Cam（HSC）の観
測で見つかった爆発直後の Ia型超新星の明るさの変化を
詳しく調べ、「白色矮星の表層のヘリウム層の底で始まっ
た核融合反応がきっかけで星全体が爆発する」という従来
から提案されていた説の確たる観測的証拠を初めて得るこ
とに成功した。

（3）遠方銀河の研究では、HSCを用いた観測から、約120
億光年かなたの宇宙に、銀河団の祖先「原始銀河団」を200
個近く（従来の数の約10倍）発見した。また、重力レンズ
効果の解析に基づく史上最高の広さと解像度を持つダーク
マターの「地図」を作成することに成功した。

（4）近傍銀河の研究では、HSCを用いて、超巨大ブラック

ホールに大量の物質が落ち込んでいるけれども、見かけは
穏やかな渦巻銀河M77を観測し、そばにあった別の銀河が
数十億年前に飲み込まれたとする観測的証拠を得た。また、
地球から2300万光年の距離にあるクジラ銀河と呼ばれてい
る渦巻銀河の周囲に、銀河の歴史を解明する上で重要な情
報源となる「銀河の化石」を13個発見し、一つ一つ恒星に
分解して捉えることに成功した。

3. 共同利用 　 

　共同利用事業は、半期ごとに課題を公募して進めている。
公募期間は、上半期2月1日－7月31日（S17A期）、下半期
8月1日－1月31日（S17B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。S17A期 42課題（69夜）｛応募総数166課題（418.3夜）｝、
S17B期 37課題（55夜）｛応募総数 135課題（294）｝が採択
された。このほか、短時間課題であるサービス観測枠での
観測も実施された。S17A期および S17B期において （ハワ
イ大学時間と東アジア観測所時間を除く）共同利用に採択
された上記課題のうち、6件（S17A期 4件、S17B期 2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2278名に対して、海
外887名、採択課題の研究者延べ人数では国内751名に対し
て海外285名である。 
　S17A期およびS17B期の共同利用観測者は、延べ271名
（うち外国人61名、三鷹キャンパスからのリモート観測者

113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。S17A期およびS17B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85.42 %の観測可能時間割合を達成した。装置トラブ
ルにより約1.41 %、通信系トラブルにより約0.19 %、望遠鏡
トラブルにより約12.92 %、オペレーショントラブルにより
約0.06 %のダウンタイムがあった。
　S17A期およびS17B期にヒロ山麓施設からのリモート観
測は14.5夜（12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は山頂観測者に加えてリモート側で
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も観測者が参加する、または、三鷹リモートのみに参加す
る形で76夜（HSC戦略枠課題を含め28課題）行われた。ま
た、サービス観測は9.5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、ケック
とはS17A期8.0夜、S17B期8.5夜の相互交換があった。す
ばる側からのジェミニ側の望遠鏡時間利用はS17A期10.7
夜、S17B期4.7夜であり、ジェミニ側からのすばる側の望
遠鏡時間利用はS17A期6.0夜、S17B期4.5夜であった。

4. 望遠鏡のメンテナンスと性能向上

　平成29（2017）年4月10日にウィンドスクリーン事故が発
生した。ウィンドスクリーンを駆動するチェーンおよびパ
ネル数枚が脱落した。事故後直ちに観測を中止し、応急の
復旧作業を実施し、4月17日から観測を再開した。後日、破
損したチェーンとパネルを撤去した。現在はウィンドスク
リーンなしで科学運用を実施している。
　平成27（2015）年2月に故障したミラーハッチ修理を実施
した。6月、7月にダウンタイムを伴う修理を実施し、8月に
ハッチが安全に使用できることを確認し、ミラーハッチの
運用を再開した。
　ミラーハッチ修理後、当初は平成28（2016）年夏に予定
していた主鏡再蒸着作業を実施した。これは第8回目の主
鏡蒸着作業で、前回の実施から約4年ぶりの実施であった。
再蒸着作業と望遠鏡関連の保守作業は10月2日～12月14日
に観測を停止して実施した。再蒸着後、主鏡の反射率は波
長400 nmで92 %近くまで回復した。
　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。厳しい財政状況から、リモート保守の契約
は停止したが、主鏡アクチュエーターCPUカードの更新計
画は予定通り推進した。望遠鏡システムサーバー（TSC）
と望遠鏡無停電電源装置（UPS）の更新検討も実施した。
　コスト削減のため、内製化を進めている。PLC技術の習
得、望遠鏡完全リモート運用の準備、ログデータに基づく
予防保全、ドームレール水平度の測定、冷却水ボトルネッ
クの解消などを実施している。
　しかしながら、望遠鏡とドームの老朽化により、重大故
障のリスクが増大している。望遠鏡は故障摩耗期にある。
我々は深刻な現実を直視すべきである。

5. 装置運用・開発

　平成29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は一昨年度報告したように平成
28年4月をもって運用終了したが、当年度はSuprime-Cam
の運用を平成29年5月の観測を最後に終了した。HSCへの
完全移行における懸案の一つであった狭帯域フィルターも、
ユーザーからの貢献により充実が進み、現在12種類が公開
されている。
　HSCはフィルター交換機構に不調が散見されるが、大き
な問題もなく順調に観測に供されている。ユーザーから要
望が強かった、HSCが望遠鏡に搭載されている期間中の
フィルターセットの交換は、実証試験を完了し、S18B期か
ら実施することとなった。また較正精度を高めるためのモ
ノクロメーターを用いた単色フラット光源の導入を進めた。
　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、
レーザーガイド星システムのアップグレードなどが進めら
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。さらにNsIR焦点の観測装置を
ミラーで切り替えられるようにするビームスイッチャーを、
オーストラリアの研究機関と共同で設計を開始した。
　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、HiCIAO
はS17B期の観測をもって、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モジュールが
搭載されているが、平成29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、望遠鏡を使っての試験観測
が行われた。そのほか、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は、すばる望遠鏡で試験試験
を行うためにハワイに輸送され、山麓施設で調整が進めら
れた。すばる望遠鏡との機械的インターフェースに齟齬が
発覚したため、解決策を検討し実施した。
　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
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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。昨年度時点での予定より1年ほど開発に遅れが
生じ、2019年度の試験観測開始、2021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29年度は前年度に
引き続き望遠鏡制御系改修、分光器階の床補強および恒温
室の設置を進めた。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
およびデータリダクション・パイプラインの開発を米国の
パートナー機関と共同で進めている。
　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29年度は、前年度より正式な（短期）合意の
もとに進めてきたオーストラリアとのGLAOの共同開発
が軌道に乗り、平成30年度中に概念設計レビューを行う予
定で検討が進んでいる。また、ULTIMATE-Subaru計画の実
現をともに目指す国際パートナーとして期待されるオース
トラリア、台湾、カナダの研究者を招いて初めての「コラ
ボレーション会議」を国立天文台三鷹で開催した。さらに
本年度は、外部資金の獲得（科研費基盤S：代表は東北大
学の秋山正幸氏）によって、ULTIMATE-Subaru計画の実現
に向けて正式に最初の一歩を踏み出した重要な年度であっ
たといえる。

6. 計算機システム

　今年度は、第4期計算機システムを安定的に運用するこ
ととあわせて、第5期計算機システムの設計、導入、運用開
始を円滑に実施することに重点を置いた。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。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、対応する観測装置を平成27年度より増やして本運用
を行っており、利用数は増加している。平成29年5月から
平成30年3月までの間に約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、割り当て夜数の合計は139夜
であった。
　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、逐次システムの更新と増
強を行っているが、平成29年度においては一部計算機の更
新を行った。
　ハワイ観測所においては、共同利用観測を支援するウェ
ブアプリケーションを開発、運用している。観測プロポー
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。また、プロ
ポーザルを審査するレフェリーの作業を支援するシステム
の開発を計画中である。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ったため、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
ために新たな調達を行った。仕様書を作成し平成29年6月
に入札説明会、7月に入札、技術審査を行い、8月に開札し、
9月に契約した。契約締結後は業者と新システムの詳細な
設計を行い、新システムの構築とデータの移行ののち、平
成30年3月から新システムの運用を開始した。

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10名であり、国立天文台
の総研大院生全体31名の約1/3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29年度はハワイ観測所として3名の大学院生のヒロ
での長期滞在を受け入れ、そのうち2名は総研大の院生で
あった。 このほか、三鷹においても光赤外研究部との協力
のもとに大学院生教育が活発に行われている。日本全国で
は、すばる望遠鏡などを用いた研究によって学位を取得し
た大学院生は修士が17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3名であっ
た。平成29年9月には、すばる秋の学校を、国立天文台三
鷹キャンパスで開催し、すばるのデータ解析講習や各種講
義を行った。計14名の参加者があった。全国の学部学生を
対象としたすばる体験企画実習（1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（9月、5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。
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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
12件（和文・英文それぞれ6件）、装置開発を含む観測所
の活動紹介やお知らせ43件（和文24件、英文19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。取材対応や報道機関からの問い合わせへの対応（日
本語22件、英語10件）、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、307
人が訪れた。ほかに67件の特別手配見学も行ったため、総
合計677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・英語の案内を合わせて23件、252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84件、日本など島外での出
張講演は31件、遠隔講演は10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45件が含まれる。オープンハ
ウスという形での施設の特別公開は行っていないが、地元
ヒロで毎年恒例となっているマウナケア山頂の観測所群が
参加する2つの合同イベントにおいて、理科教室、展示、デ
モ、説明などを行った。一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。もう一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。今年度からはハワイ島の西側コナでもアストロデイを
開催し、3,000人の地元の方々にお越しいただいた。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。
　なお近年の特別事業として、職員の啓発のために地元の
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反射望遠
鏡を中心に全国大学共同利用を推進した。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
強化に貢献した。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た。平成29年度はさらに、平成30年度
に京都大学岡山3.8 m新技術光学赤外線望遠鏡における全
国大学共同利用を実現するための活動を展開した。
　188 cm望遠鏡の共同利用では、年間約230夜の観測が全
国の研究者により実施された。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）を行った。また、他機関からの装置持込の支援など
を行った。
　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究プロ
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への協力等を進めた。
　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反射望遠鏡により、銀河面にある
赤外変光天体の掃天観測を進めた。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
の自動ロボット化と高分散分光器の高安定化と高感度化を
進め、系外惑星の大規模標本の獲得計画を進めた。海外研
究機関との協力にも積極的に取り組んだ。
　平成30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10名（内訳：特任准教授1、専門研究職
員1、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名であった。
　国立天文台は、平成30年度以降、全国大学共同利用の場
を岡山天体物理観測所から京都大学3.8 m望遠鏡へ移行す
ることを確定させ、平成30年3月31日をもってCプロジェ
クト岡山天体物理観測所を解散した。

0. Cプロジェクト岡山天体物理観測所の解散

　国立天文台では京都大学3.8 m望遠鏡を188 cm望遠鏡の
後継機と位置付け、188 cm望遠鏡に代わり3.8 m望遠鏡に
おいて全国大学共同利用を推進することを岡山観測所の将
来計画の中心に据えてきた。3.8 m望遠鏡が観測を開始す
る暁には、岡山観測所を解散してその運営経費の相当部分
と教職員3名を3.8 m望遠鏡の運用に当て、3.8 m望遠鏡の約
半分の観測時間を全国大学共同利用へ提供することを謳っ
てきた。実際に平成29年10月12日付で国立天文台と京都大
学大学院理学研究科の間で覚書が取り交わされたことで、
平成30年度以降、国立天文台が3.8 m望遠鏡の観測時間の

約半分を全国大学共同利用に提供できることが確定したた
め、それまでの国立天文台と光赤外天文学コミュニティと
京都大学の間の議論に沿い、188 cm望遠鏡の共同利用を平
成29年末で終了する運びとなった。Cプロジェクト岡山天
体物理観測所の平成29年度末での解散を観測所から企画会
議へ申請し、幹事会議、運営会議を経て、平成29年11月の
自然科学研究機構役員会において解散が了承された。一方
で3.8m望遠鏡における全国大学共同利用の推進組織とし
て国立天文台ハワイ観測所岡山分室の設置が決まった。
　平成29年秋以降、観測所では解散と岡山分室設置の準備
を進めた。図書室を廃止し、図書約千冊を三鷹図書室へ移
動させるなどし、残りの数千冊を廃棄した。二件の仮設建
物を廃止して撤去した。仮設建物の一つに保管していた天
体画像や天体スペクトルの写真乾板約1万5千枚を三鷹図書
室へ移動させた。その他の貴重資料も三鷹図書室へ移動さ
せた。図書室を改造して、太陽望遠鏡棟内の計算機サー
バー室と光学実験室を移した。給湯室、女子更衣室、女子
トイレを現代的に改修した。光ネットワークケーブルの敷
設経路を変更・整理し、各望遠鏡ドームへ電力メータを設
置した。門衛所を除却し、新たにゲートを設け、さらに
新しい警備体制への移行準備も進めた。1.5 m赤外シミュ
レータ用真空蒸着装置を廃棄した。これらにより望遠鏡
ドームや仮設建物に分散していた機能を本館に集中させた。
そして平成30年3月31日をもってCプロジェクト岡山天体
物理観測所は解散した。

1. 共同利用

（1）概要
　平成29年（2017年、暦年）は、前期（1月から6月）に120
夜、後期（7月から12月）に111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観測所プログ
ラム小委員会が審査し、前期は計16課題（プロジェクト観
測1、学位論文支援プログラム0、一般観測13、隙間時間観
測1、事前申請型ToO観測1）へ、後期は計14課題（同順に1、
0、13、0、0）へ観測夜を配分した。前期には台湾、ポーラ
ンドからの各1件へ、後期には台湾、ポーランドからの各1
件へ、観測夜の配分があり、観測所ではそれらに対し観測
支援体制を取った。前後期とも望遠鏡とドームに大きな障
害の発生はなかった。観測装置も前期は円滑に運用された
が、後期に3台のうち1台に重大な障害が発生し、復旧を試
みたが成功せず、共同利用全体の終了予定の平成29（2017）
年末を待たずに運用を終了した。同装置による観測時間を
可能な限り他の観測装置による研究課題へ再配分し、共同
利用観測を進めた。
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（2） 観測・研究の成果
　平成29年（2017年、暦年）の共同利用観測の研究対象は、
恒星、系外惑星、系外銀河であった。主な観測課題は、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、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、トランジット観測による系外惑星大気の
探査、近赤外線低分散分光観測による系外銀河における物
理過程の探究であった。共同利用の枠の中で、複数の研究
者グループによるさまざまな観測的研究が進められ、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。昨年度から継続のファイバーフィード高分散分光
観測の自動化の完成度を高めた。前年前期から正式に共
同利用へ公開したリモート観測環境の運用を継続し、利用
が全共同利用時間の5割に達する急速な伸びを見た。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。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
業へ参加する者は、必要に応じ国立天文台の内規に沿っ
た安全衛生講習を受講した。10月から12月の期間、毎月1
回、188 cm望遠鏡の主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
トガイドレールの補修とドーム旋回駆動モータ更新等を行
い、共同利用の円滑な運営に努めた。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。平成29年度末の全台的な計算機リ
プレースでは、天文データセンターの協力を得て、観測所
も無事に更新を完了した。これにより、国立天文台データ
解析・アーカイブ・公開システムのうちの、大規模データ
アーカイブ・公開サブシステムの岡山データアーカイブ機
能、ならびに、水沢RISE、太陽、SMOKAデータ（一部）
の遠隔バックアップ機能の分担を継続した。

（4）会議
　平成29年度、観測所は京都大学ならびに岡山観測所プロ
グラム小委員会と協力し、188 cm望遠鏡から3.8 m望遠鏡
へ全国大学共同利用を移行するための準備作業を進めた。
プログラム小委員会は13回開催された。
　平成29年7月上旬に、プログラム小委員会、京都大学、観
測所の連名で3.8 m望遠鏡の第一期共同利用観測装置の募
集を開始し、8月上旬に締切り、1件の応募があった。平成
29年9月下旬のプログラム小委員会において審議し、ファ
イバー型可視光面分光装置「KOOLS-IFU」（代表：太田耕
司・京都大学）の採用を決定した。

　観測所は、9月4～5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28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、共同利用観測装置
やリモート観測システムの状況、2017前、後期の観測プ
ログラム編成活動、188 cm望遠鏡の今後の運用について、
HIDES Fiber-Feed観測用の全自動観測システムの構築状況、
188 cm望遠鏡の共同利用に基づく研究成果報告、3.8 m望
遠鏡計画の進捗状況と観測装置の検討・準備の状況、3.8 m
望遠鏡を使った科学研究の提案、3.8 m望遠鏡における全
国大学共同利用の推進体制の検討と準備の状況、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
現況や研究成果などが報告された。3.8 m望遠鏡における
全国大学共同利用については、前年までの議論の内容を確
認するとともに、新たに生じた状況の変化に伴う変更点を
観測所から説明しつつ、具体的方針を包括的に議論した。
特に大きな変更点として、国立天文台は京都大学へ3名の
職員を出向させることが困難との判断に至り、3.8 m望遠
鏡おける全国大学共同利用の推進のため岡山分室を設置し
教職員3名を配置する予定であることが説明された。
　プログラム小委員会ではさらに、3.8 m望遠鏡における
全国大学共同利用について、平成29年度末を目途に光赤外
専門委員会から国立天文台長へ提出する第二回答申「京都
大学岡山3.8 m新技術光学赤外線望遠鏡計画における共同
利用観測の方針について」の作成が進められ、3月30日に
親委員会の光赤外専門委員会へ提出された（第一回答申は
「京大3.8 m望遠鏡による共同利用への移行案と運営案」で
あった）。答申では、タイムドメイン天文学重視、学生の教
育重視の方針が謳われ、キュー観測を主な観測モードとし
て規定し、将来的には京大時間と共同利用時間の研究課題
を統合した観測運用の実施を目指すべきと提言された。ま
た、研究課題には一般、ToO、学位支援、他の枠を設け、特
にToO観測を重視し、それが円滑に実施される体制を取る
ように提言された。
　平成29年10月 6日、岡山県の主導により、岡山市にて第
18回国立天文台岡山天体物理観測所観測協力連絡会議が開
催された。岡山県環境文化部次長挨拶、国立天文台長挨拶、
京大特定教授・宇宙飛行士の土井隆雄氏による特別講演、
規約の承認の後、最近の観測研究の動向、京大3.8 m望遠鏡
の現況、岡山県の光害防止対策について紹介があり、県内
の関係各方面へ観測環境の保全努力の呼びかけがなされた。

2. 共同利用観測装置の保守・開発

（1）HIDES（高分散分光装置）
　HIDESはエシェル型高分散分光器で、二系統の光ファイ
バーフィード系を備えている。分解能（λ/Δλ）約5万の高効
率系はクーデ光路を用いる従来のスリット観測に比べて同
等の視線速度の測定精度（約2 m/s）と約1等級の感度向上
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を提供する。分解能約10万の高分解能系は従来のスリット
観測に比べ最大4倍の感度向上を提供する。平成29年度も
すべての機能の共同利用公開を継続した。高効率系の利用
が卓越した。2017年前期と後期のHIDES全体での採択課
題数は6件と7件（うちプロジェクト観測1件と1件）であった。
　産業技術総合研究所の研究者らが開発し、昨年度188 cm
望遠鏡ドーム内に設置した、次世代高精度波長標準用の光
コムについて、天文応用に関わる実験データの収集を12月
で終了した。光コムは産総研へ回収された。

（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。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
ド用フィルタと標準装備のHKバンド用フィルタを利用し
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
トルを取得できる。平成29年度もすべての機能の共同利用
公開を継続した。平成29年7月末に検出器が正常に動作し
なくなる障害が発生した。7、8月の ISLEを用いた共同利
用観測13夜のうち、3夜を他装置へ振り替えて共同利用観
測を実施し、10夜を取り止めて観測所時間として運用し
た。復旧作業に手を尽くしたが、9月末に復旧不能と結論し、
ISLEの運用終了を決定した。10月から12月に ISLEの利用
を予定していた共同利用観測17夜を、他の観測装置による
共同利用の研究課題へ再配分した。2017年前期に実施され
た共同利用観測課題は5件で分光観測3件と測光観測2件で
あった。後期は5件（分光4件、測光1件）の予定であったが、
障害発生により実施はなかった。

（3）MuSCAT
　MuSCAT（Multicolor Simultaneous Camera for studying 
Atmospheres of Transiting exoplanets）は、トランジット系外
惑星の大気を研究するための可視3色（g, r, zバンド）同時
撮影カメラである。Vバンド10等級の星に対し、1分積分
の繰返しの場合に、相対測光精度0.05 %（0.5ミリ等級）を
達成する。平成29年度もPI型共同利用装置としての公開
を継続した。2017年前期には5件（うち隙間観測1件）の観
測課題が実施され、2017年後期には3件の共同利用観測課
題が実施された。

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心に位置づけ、京都大学、アストロ
エアロスペース社と共に協力推進体制を取ってきた。平成
29年度も、毎週のTV会議による検討会、3か月ごとの対
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7月に仮設格納庫の3.8m望遠鏡を分解
して本設ドーム内へ移し、調整作業へと進んだ。平成29年
7月には、プログラム小委員会、京都大学、観測所の連名
で第一期共同利用観測装置の募集を行い、平成29年9月に
ファイバー型可視光面分光装置KOOLS-IFUの採用がプロ
グラム小委員会において決定された。観測所は京都大学の
研究者と協力してKOOLS-IFUのさらなる整備・強化を進
めた。また、ナスミス台に設置する観測装置ローテータの
設計を京都大学の研究者と共同で進めた。観測所員が分担
者に入り京都大学側から申請して獲得された科学研究費補
助金（基盤研究A（一般）、平成28－31年度）により、近
赤外線ファイバー分光器の開発が継続された。高分散分光
ワークショップを開催し、研究者グループの拡大と外部資
金への申請活動の活性化が図られた。

（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
　継続事業として平成29年度から第二期目に入った本事業
について、岡山天体物理観測所は経費配分を受けず、観測
所の50 cm望遠鏡を同事業に利用できる状態を維持するこ
とで事業推進に協力した。

（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た。平成29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
測が実行された。47個のガンマ線バーストを観測し、限界
等級を7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、X線連星、活動銀河核、
超新星などのモニター観測を並行して行い、6編の査読論
文が出版された。平成29年度は望遠鏡・ドームの維持と電
力供給で運用に貢献した。

（4）平成30年度以降の188 cm望遠鏡以下の既存望遠鏡の利
用について
　平成30年度以降の188 cm望遠鏡以下の既存望遠鏡の利
用については、平成28年度以降、国立天文台、大学の研究
者、地元自治体の間で議論が重ねられてきた。188 cm望遠
鏡については、その運用まで視野に入れた東京工業大学理
学院系外惑星観測研究センターが平成29年4月に設置され
た。地元自治体の浅口市からも188 cm望遠鏡の積極的な
利用希望が表明された。観測所は、執行部、事務部と協調
してこれらに対応し、188 cm望遠鏡の利用に関する国立天
文台、東京工業大、浅口市の三者による協定締結の準備を
補助した。

（5）その他
　8月23－25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23日前半夜には188 cm望遠鏡を



II 各研究分野の研究成果・活動報告 059

使った高分散分光観測の機会を提供した。
　東北大学の研究者と共同で、観測所所有の30 cm級望遠
鏡用赤道儀式架台に、東北大学の口径30 mm超広視野近赤
外線カメラを搭載した、明るい恒星専用の観測システム
IR-TMTを運用し、太陽近傍星の高精度近赤外線測光カタ
ログを作成するためのデータ取得を継続した。観測は専ら
東北大学から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 
Ksバンドで、GRB残光や重力波源の光学対応天体の同定
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 29年度には、昨年度にモニターを完了し
た2つの天域（銀経30度、80度を中心）から銀経方向に広
げた領域を高頻度で観測するとともに、昨年度の天域で長
周期変光星まで検出できるように低頻度（～数十日ごと）
の観測を追加した。取得したデータの予備的な解析から90
個のセファイド候補を検出し、その多くが強い星間減光に
より可視光では検出されていないことを確認した。この他、
オリオン星形成領域、明るいBlazarなどの自動モニター観
測を継続した。

（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望遠鏡によるファイバーフィード高
分散分光観測の自動ロボット化と高分散分光器HIDESの
高感度化・高安定化を継続した。自動ロボット化では、研
究者が一定のフォーマットで観測天体リストを用意すれば、
日没や天候の判断、ドームスリットやミラーカバーの開閉、
望遠鏡の焦点調節、天体の導入とガイド、分光器の露出開
始と終了、観測天体の選択、観測の終了処理等が自動的に
実行される。観測の進行状況はWebブラウザで閲覧でき
る。試験観測に基づくチューニングで熟練研究者による観
測と同等の時間効率が達成された。一方、副鏡コーティン
グ、コリメータ鏡、クロスディスパーザ回折格子（別資金）
の更新による高感度化、恒温設備の更新による高安定化の
作業を進めた。

（3）東アジア太陽系外惑星系探索網
　系外惑星系探索を中心課題として、韓国、中国、トルコ、
ロシアの研究者らと共同研究を継続した。平成29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、
ドップラー法によるG型巨星の周りの系外惑星系探索を継

続した。平成29年10月に日本、中国、韓国、ドイツの関連
研究者を集め、奈良市で視線速度精密測定による系外惑星
探索と星震学に関する研究会を開催した。以上の協力から
欧文査読論文2編が出版され、G型巨星の惑星系探索で引
き続き世界をリードした。

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30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2千3百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2件に対
応した。研究成果のウェブ発表を1件行い、ニュース0件を
報告した。Cプロジェクト岡山天体物理観測所が解散を迎
えるにあたり、特設サイト「岡山天体物理観測所 全史」を
公開した（https://www.nao.ac.jp/study/oao/）。

6. 契約職員異動等

　平成29年度内の契約職員の異動等は次の通りであった。
12月31日付で専門研究職員の前原裕之が退職した（1月1日
付で京都大学特定准教授に着任）。3月31日付で、准教授の
浮田信治が定年退職し、特任准教授の神戸栄治、専門研究
職員の黒田大介、特任研究員の松林和也、研究支援員の戸
田博之、事務支援員の片山久美子、業務支援員の小山省二
が任期満了退職した。3月31日付で派遣職員1名の派遣契約
を終了した。
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1. 45 m電波望遠鏡

（1）共同利用
　第36期共同利用観測を、予定通り平成29年12月8日から
開始した。採択件数は以下のようであった。「一般」枠は、
国外11件（応募20件）を含む26件（応募55件）、「ラージプ
ログラム」枠は1件（応募1件）、「ショートプログラム」枠
は9件（応募12件）、「GTO観測」枠は1件（Fillerとしても
う1件採択）（応募2件）であった。なお、今期はASTEと
の「ジョイント観測」は公募しなかった。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プログラム」は応募がなかった。その
ほかに、VLBI共同利用観測が3件（応3件）採択された。
　合わせて、昨シーズンのマスターコリメータ駆動システ
ムの不具合による持ち越し観測を行った。
　リモート観測による共同利用観測を、鹿児島大、京都大
学、名古屋大、筑波大、ASIAA（台湾）から実施した。ま
た、KASI（韓国）からの試験観測を完了した。

（2）装置改修・開発
　野辺山宇宙電波観測所の人的・予算的リソースの削減を
考慮し、平成29（2017）年度より45 m電波望遠鏡にかかわる開
発をプロポーザル制にした（開発プロポーザル）。45 m電
波望遠鏡の共同利用 capabilityを向上させる開発に特化し
たいという趣旨である。審査委員は、岡朋治（委員長）、河
野孝太郎、高桑繁久、廣田朋也の各氏にお願いし、観測所
側から所長である立松と、技術審査を担当する南谷哲宏が
オブザーバー参加した。全部で8件の応募があり、うち3件
（3バンド同時受信HINOTORI、周波数モジュレーション局
部発振FMLO、台湾のバンド1受信機）が採択された。
　45 m望遠鏡および搭載する各種装置の保守整備を以下
のように実施した。
・平成29（2017）年3月に故障したマスターコリメータ駆動
部ギアボックスの修理を夏季メンテ期間に実施した。そ
の後、指向精度の測定を行って、従来どおりの精度に達
していることを確認し、共同利用観測を開始した。
・副鏡駆動部に不具合が発生したため、応急処置を行った。
・昨年度実施できなかった、アンテナ主鏡部の補修塗装を
行った。
・新ビーム伝送系中のミラー切替装置駆動系の改修を完了
し、来年度以降改修予定の旧ビーム伝送系中のミラー切
替装置およびビームスイッチの駆動系改修の検討を開始
した。
・マルチビーム受信機FORESTでのOn-On観測モードを実
現し、共同利用観測に提供した。また、TZ受信機は提供

を終了した。
・SAM45分光計のボードを交換することでトラブル発生
頻度を下げることができた。また、次期分光計として
GPU分光計の試験を開始した。
・観測指示書作成ソフトウェア“nobs”の開発を行い、共同
利用観測でも使用を開始した。
・データアーカイブ（Nobeyama 45 m Science Data Archive）
を公開した。
・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・開発を継続している。
・HINOTORIプログラムにより開発された、周波数分離
フィルターを設置し、22/43 GHz 同時観測を実現した。

（3）研究成果

1）レガシープロジェクトの成果

（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。オリオンA分
子雲のデータをCARMAのデータとコンバインすることに
より、内部のフィラメント構造の詳細を調べるなどした。

（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た。
天の川銀河内の分子ガス分布が、大規模な構造から、巨大
分子雲内の内部構造（フィラメント、クランプ、コア）に
いたるまで、明らかにされた。大質量星形成領域W33（河
野ほか）、M17巨大分子雲（西村ほか）、などにおいて分子
雲衝突の証拠が得られた。

（c）系外銀河プロジェクト（COMING: CO Multiline Imaging 
of Nearby Galaxies）
　FORESTを用いて約140個の近傍銀河を12CO、13CO、
C18O J=1–0輝線で撮像観測し、また、データ解析の自動化
を進めた．矮小銀河NGC 2976において、分子ガスの割合が、
全ガス（原子および分子）表面密度と星形成率に依存する
こと、などを明らかにした（畠山ほか）。

2）共同利用観測の成果
・ALMAのデータと合わせ、棒渦巻銀河M83において、CO
積分強度確率分布が、バーでは明るい側でのテールがあ
る一方、アームではテールがないことを明らかにした

3　野辺山宇宙電波観測所
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（江草ほか）。また、大きな速度分散が、このテール、お
よび抑圧された星形成の原因であることを突き止めた。
・近傍の銀河の分子ガス質量割合と星形成率を調べ、個々
の銀河での星形成活動が、大局的な環境でなく、分子ガ
スの量で決められていることを示した（小山ほか）
・バーの強い銀河NGC 1300とNGC 5383を観測し、バー領
域での高速分子雲衝突が大質量星形成を抑制するという
シナリオをサポートする結果を得た（前田ほか）。
・銀河系で最遠の分子雲を発見した（松尾ほか）。
・活発な星形成を示すフィラメントG82.65-2.00において、
フィラメントが散逸しつつあることを示し、また、細い
筋に沿った主フィラメントへの降着と思われる事例を見
つけた（Saajastoほか）。
・4つの大質量星形成領域を観測し、温かい分子ガスに

HC5Nが存在することを示した（谷口ほか）。
・HC3Nの3つの13C同位体分子を観測し、分子形成経路が
領域によって異なっているらしいことを明らかにした
（谷口ほか）。
・HC5

15Nを星間空間で初めて発見した（谷口ほか）。
・白鳥座X領域を観測し、CN/C18O比が、光解離反応でエ
ンハンスされているらしいことを示した（山岸ほか）。
・62個の近傍LIRG/ULIRG銀河を観測し、中心の数キロ
パーセクの分子ガス質量がほぼ一定であることを示した
（山下ほか）。

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、これまでどおり世界中の研究者が
自由にデータを利用することが可能である。
・2 GHz：6月下旬からの強い混信と、12月からの原点セン
サー動作不良により、長期にわたってデータが取得でき
ていない。
・9.4 GHz：6月下旬からのアンプの故障と、1月からの原点
センサー動作不良により、長期にわたってデータが取得
できていない。

3. 大学の支援

（1）SPART（F号機）（大阪府立大学）
　中心星の活動が地球型惑星圏／惑星大気に与える影響に
ついて理解すべ く、旧野辺山ミリ波干渉計NMAのF号機
（口径10 m）を使用し、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。本年もSPARTとアタ

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）、名寄のPirka
望遠鏡（北大）の近赤外分光器（東大）との多波長連携観
測を実施した。SPARTで捉えた高層のCOの変動は、これ
まで知られてこなかった周期性を捉えることに成功し、金
星の低層と高層の間のダイナミクスと物質循環、光化学反
応ネットワークのリンクを紐解く鍵を握るものと期待され
る。このため、これまでの金星の大気大循環モデルを高層
まで拡張する開発にも着手した。現在、地球は温暖化して
いるが、太陽系自体は太陽活動の低下とともに寒冷化傾向
にあるのか調査も進めている。また本年より、自然科学研
究機構野辺山展示室のSPARTのコンソール室において、観
測の様子を計算機ディスプレイでも見学できるようにした。

（2）ヘリオグラフ（名古屋大学）
　平成27（2015）年度から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、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29名）が運
用（機器動作チェックおよびデータチェック）に参加した。
取得されたデータは、国立天文台三鷹、および、名古屋大
学に自動転送され、保存・管理・公開が行われている。平
成30（2018）年2月中旬以降、ケーブル切断という不具合の
ために運用を見合わせているが、平成30（2018）年4月上旬
にケーブル交換作業を行い、装置を復旧させる予定である。
平成29（2017）年度は、本装置のデータを用いた学位論文
が1篇、査読論文が17篇出版された。

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44,853
名であった（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49件（施設案内週間、スーパーサイエンス
ハイスクール（SSH）等も含む）、出張講演が4件、撮影・取
材依頼は36件あった。地元連携、特に「長野県は宇宙県」
の推進など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からの依頼が急激に
増えている。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6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4校、計9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
学とともに講義や実習を行った。
　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。また、自然科学研究機構野辺
山展示室は4月に正式オープンをし、通年での運用を開始
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した（詳細は後述）。
　一方で、施設見学やイベント、さらに一般天文に関する
内容の質問電話にも対応しており、今年度は約170件の電
話に対応した。

（2）地域連携
　野辺山特別公開は、南牧村、南牧村商工会・商工会青
年部とともに、長野県に後援をいただいて開催した。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、自然科学研究機構野辺山展示室を会場として、野辺山
宇宙電波観測所がホスト役となって開催した。地元イベン
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、環境省主催の「第29回『星空の街・あおぞらの街』
全国大会 in信州南牧村」の開催にあたってホストとなった
南牧村に協力して、記念講演や施設見学などを実施した。
　さらに、昨年度に東京大学木曽観測所などと連携して立
ち上げた「長野県は宇宙県」連絡協議会では、最初のイベ
ントとして「『長野県は宇宙県』サマー・スタンプラリー・
イベント」を開催した。また、2月4日には長野工業高等専
門学校にて第2回ミーティングを行った、約80人が集まり、
講演会、活動報告、そして今後の活動について議論を行った。

（3）自然科学研究機構野辺山展示室
　旧干渉計棟を改修・整備された自然科学研究機構野辺山
展示室を、機構本部や他の研究所と協力し、正式にオープ
ンし、通年での運用を開始した。野辺山キャンパスの常時
公開の時間にあわせて見学を受けいれている。4月29日に
オープニングセレモニーと機構長プレス懇談会を実施した。
4D2Uシアターは、4月～9月の夏季を中心に実施した。こ
の展示室は、天文台だけでなく、自然科学研究機構の他の
研究所の認知度を向上させるのに一役を買っている。

5. 教育

　総研大博士課程後期3年の学生を受け入れた。
　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5日～9日に実施し、12名の学部学生が参加した。
観測からまとめまで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）野辺山45 m電波望遠鏡に対する IEEE、ならびに、
IEICEのマイルストーンの認定
　野辺山45 m電波望遠鏡が、革新的な技術で、長期にわ
たって地域社会や産業の発展に多大な貢献をしてきたこ

とが国内外で認められ、IEEEならびに、IEICEのマイルス
トーンに認定された。6月14日には IEEEマイルストーン銘
板授与式などの記念式典を東京・如水会館にて実施した。
さらに同月16日には野辺山宇宙電波観測所構内にて、IEEE
マイルストーン銘板と台座の除幕式を実施した。そのセレ
モニーにおいては、望遠鏡の開発から運用に至る方々とと
もに、村長以下、地元の方々にもお祝いをいただいた。地
域における社会的、文化的な貢献も非常に大きいことがわ
かる。

（2）採用・転入
立松　健一　教授　チリ観測所より
髙橋　　優　会計係主任　信州大学より
井出　秀美　特定技術職員　採用
Kim Gwanjeong　特任研究員　採用

（3）退職・異動
飯島　国男　会計係主任　信州大学へ
宮本　祐介　特任研究員　チリ観測所へ
井出　弘子　業務支援員　退職
小池　郁子　業務支援員　退職
土屋　純子　業務支援員　退職
門島　順子　業務支援員　退職
菊池　通子　業務支援員　退職
畠山　英子　事務支援員　退職
徳井　千里　事務支援員　退職
谷口　琴美　総研大D3　修了

（4）NRO研究会ワークショップとユーザーズミーティング
・平成29年8月1日－8月2日　野辺山宇宙電波観測所
　NRO45 m/ASTE Single Dish Science Workshop 2017（世話
人：梅本智文、立松健一、伊王野大介（チリ観測所））
・平成29年12月26日－12月27日　国立天文台三鷹　大セミ
ナー室
　ALMA/45 m/ASTE Users Meeting 2017（世話人：江草芙実
（チリ観測所）、立松健一、梅本智文、伊王野大介（チリ
観測所））
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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。韓国のVLBIネッ
トワークであるKVN（Korean VLBI Network）とVERAとを
結合したKaVA（KVN and VERA Array）を定常的に運用中
であり、さらに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29（2017）年度は523回、4,160
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29（2017）年後期ならびに平成30（2018）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4月と9月に実施され、合わせて5件112時間の観測提案
がよせられた。海外からの提案は1件30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97時間が採択された。

（2）VERA科学成果
　平成29（2017）年度の水沢VLBI観測所による科学的成

果としては、合計37本の査読論文が発表され、うち7本は
水沢VLBI観測所員、または所属する大学院生が筆頭著者
として出版されている。VERAに直接関連する論文の内訳
は、VERAの位置天文観測プロジェクトの論文が4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）の成果が3本、これ
までのVERAの活動をベースにした国内外VLBIアレイの
ものが8本となっている。代表的なVERAによる観測成果
としては、大質量星形成領域におけるメーザー源の位置天
文観測によるジェットや衝撃波の固有運動計測に関する複
数の論文および銀河中心方向における複数位相参照源を
用いた高精度位置天文観測手法の確立という論文が挙げ
られる。また、KaVAに関してはラージプログラムが平成
28（2016）年から開始されたこともあり、データの振幅較
正精度評価の論文および初期成果となる活動銀河核M87
の撮像モニター観測による電波ジェットの高速運動検出と
いう成果が発表されている。近年は高分解能のVLBIによ
る研究からALMA、EHT（Event Horizon Telescope）、 SKA 
（Square Kilometre Array）など最新の装置を組み合わせた研
究や将来計画への発展も進められており、それぞれ査読論
文が4本、3本、1本ずつ発表されている。ALMAに関する
成果では、VERAで長年研究が続けられていた大質量原始
星Orion Source Iにおいて、回転しながら噴き出されるアウ
トフローの様子が捉えられている。これは、星形成時に角
運動量がどのようにして輸送されるかという重要な情報を
与える成果となっている。また、将来計画検討の一環とし
て、SKAにおける重要なサイエンスの1つとなる宇宙磁場
の研究に関して、レビュー論文が発表されている。

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）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29（2017）年度
は望遠鏡トラブルもあり昨年より観測時間が減少したが、
合計約100時間のVLBI観測を実施した。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。また茨城局で
は JVNと連携した単一鏡観測を2,000時間以上行っている。
　平成28（2016）年7月に開催された大学連携ワークショッ
プの成果に基づき、大学連携のWhite Paper「センチ波帯に
おける高空間分解・時間領域天文学の開拓」が作成された。
これに沿って、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っ
ている。特に少数基線の観測が大きな役割を果たす予定で

4　水沢 VLBI 観測所
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あり、平成29（2017）年度には銀河中心領域のコンパクト
電波源のサーベイ観測、高赤方偏移AGNのサーベイ観測、
ガンマ線天体のサーベイ観測等がすでに実施されている。
　平成29（2017）年には、位相合成の技術開発（Takefuji et 
al.）、EAVNのシステム基礎研究（Cho et al.）、光・赤外線
大学間連携との連携によるAGNの研究（Morokuma et al.）、
茨城局で発見された短周期メタノール・メーザ（Sugiyama 
et al.）、重力波天体のフォローアップに参加（Yoshida et al.）、
カニパルサーのジャイアントパルス（Mikami et al.）などの
論文が発表され、このほか2件の突発現象についてATelに
報告（Sugiyama et al. 、Takefuji et al.）した。MAXIのアラー
トに対応した観測、重力波アラートに対応した観測が行わ
れており、他の研究グループとの共同観測、突発現象に対
応したフレキシビリティの高い観測ができたことは特筆に
値する。開発関連の研究では、茨城大学や山口大学の学生
が大阪府立大学に出張して指導を受け、自ら開発を行って
いる。これは大学連携が学生教育にも貢献をしていること
の表れといえる。

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131観測、合計1,138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
4月と9月に実施され、合計23件888時間の観測提案がよせ
られた。これらの観測提案はVERAとKVNそれぞれのレ
フェリーによる審査をもとにVERAおよびKVN合同Time 
Allocation Committeeで審議され、合計17件482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3年が経過
し、KaVAを用いた観測・研究は順調に成果を出しつつあ
る。平成29（2017）年度は2編の査読論文、1編の国際研究
会集録が出版され、もう1編の査読論文が投稿済みである。
これらはM87ジェット加速・収束領域の高頻度モニターの
初期成果（Hada et al. 2017）、銀河中心射手座Aスターの
高解像度モニターによる構造変動の調査（Cho et al. 2017、
Zhao et al. 2017）や、電波銀河3C84におけるジェット－核
周物質衝突の発見などが含まれる。これらはAGNに関す
るものであるが、いずれも世界中のブラックホール研究者
が注目する天体であり、KaVAがAGN観測において強力な

望遠鏡であることが世界に大きくアピールする重要成果と
なった。
　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）については、平
成29（2017）年度11月に韓国テジョンにて中間審査が行わ
れた。いずれのプログラムも現時点での業績出版数にやや
課題は残るという指摘があったものの、データ解析状況は
総じて順調であり、今後多くの成果が出版されるとの見込
みから、引き続きプログラムの継続が承認された。これら
のデータは今年度から新たに加入した大学院生の修士・博
士論文の素材にもなっており、KaVAを用いた研究・ユー
ザーの裾野は着実に拡大している。

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・韓国に中国等を加えて構成される国
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。平成29（2017）年度は中国局
を含めて計13回、最大で13局同時参加という、過去最大
規模のEAVN観測を精力的に実施した。特に注目すべきは、
EAVNキー局の1つである上海天馬65 m局が全観測に参加
し、KaVA+天馬で準定常的にアレイ運用に成功したことで
ある。そしてこれらの試験データを用いて天馬局の性能評
価・問題点の洗い出しが大きく進み、KaVA単独に比べて3
倍以上の高感度で安定的に信号検出ができるようになった。
これにより、天馬を含めたVLBI観測を今後定常的に運用
できる目処がたち、平成30（2018）年度後期からKaVA+天
馬（および野辺山も含む）による共同利用観測（最大100時
間／半期）を開始することが正式に承認された。
　また、8月にはウルムチ／新疆天文台で開催された中国
天文学会において、EAVNの中国コミュニティーへの宣伝
活動、ウルムチ局を含めたEAVN観測促進のための働き
かけを積極的に行った。これにより、ウルムチを加えた
EAVN共同利用を平成31（2019）年度前期から開始するこ
とを目指し、試験観測を一層加速させることで合意した。
　試験観測に加え、国際ミリ波VLBI観測（EHT）とタイ
アップしたブラックホール観測を実施するなど、科学面で
も着実に重要データを蓄積しつつある。

5. 将来計画

（1）水沢VLBI観測所においては、有望な将来計画の1つと
してSquare Kilometre Array（SKA）計画を検討してきたが、
平成29（2017）年度には、観測所作業部会が過去2年間に
わたり調査してきたSKA科学事例の文書を公開し、この中
でSKAを使うことでこれまでの研究を量的に拡大させつつ、
これからの研究を質的に発展させることができると結論づ
けている。
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（2）日本SKA協会からの要請を踏まえて、国立天文台に
おけるSKA推進室の在り方について検討を行う機運醸成
として、VERAユーザーズ・ミーティングやVLBI懇談会
シンポジウムにおいてSKAに関する議論の機会を設ける
などの結果、SKA推進室設置の合意形成がVLBIコミュニ
ティーの中で進んでいることをVLBI小委員会および電波
専門委員会で説明し、SKA推進室設立の提案に前向きな賛
同意見を得た。これらのプロセスを経て、SKA推進室を新
規サブ・プロジェクトとして申請した。
　SKA推進室としての予定は、
①最初の2年間でプロジェクトを定義し、日本からの参加
の事前交渉を開始し科学・技術戦略の選択肢を研究
②その後の3年間でプロジェクトを実行し、参加承認や資
金調達と詳細設計審査通過などを終え、SKA第一期への
マイナー・パートナー参加を達成
という年次計画を策定している。

（3）SKA機構にVERAのSKAパスファインダー認定を申請
し、最近受理された。これはVERAの国際的認知度を高め、
VERAを使ってSKAの科学・技術を振興するのに恩恵があ
ることが見込まれる。

6. VLBI測地

　VERAアレイの位置と形状を監視するため、定常的な
測地観測セッションを月に2～3回行った。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回のペースでそれぞれ実施され
た。広帯域記録による観測精度向上を目指した試験観測も
継続され良好な結果が得られた．
　平成29（2017）年度に、VERA内部測地観測はVERAと
KVNの合同セッションを含めて18回、IVSセッションへ
の参加は8回行われ、測地パラメータの最終的な推定値は
ITRF2014系で再構築され、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2011年東北太平洋沖地震（Mw9.0）
以後、VERA水沢局は余効変動による位置の変化が継続し、
平成29（2017）年度内の余効変動よる位置の変化は6.4 cm
となった。また、小笠原や石垣島ではスロースリップイベ
ントによる変位の揺らぎが確認された。
　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2011年東北太平洋沖地震発生から7年経過後も
東南東向きの変位が観測されている。VERA各局で実施し
てきた重力潮汐の観測結果から、潮汐による周期的な変位
が見積もられた結果は、地球モデルから予測される変位量
と大きな差異はなく、潮汐現象はVERAのアストロメトリ
観測に要求される座標精度には影響がないことが確かめら

れた。石垣島局では、他機関との共同で重力変化の観測を
継続している。江刺地球潮汐観測施設では、東京大学地震
研究所との共同研究協定に基づき、重力測定を実施したほ
か、ひずみ計等の観測データを関係機関にリアルタイムで
配信している。

7. 開発

　平成29（2017）年度は、両偏波化の対応としてQ帯周
波数変換装置、IFスイッチを2台インハウスで製造し水沢
局および入来局に設置、フリンジ検出を達成しKaVAによ
るサイエンス試験観測が開始された。EAVN対応の次世代
ターミナルとして水沢VLBI観測所が開発した超高速RF 
A/D「OCTAD」と高速レコーダー「OCTADISK 2」をVERA
全局に導入し、8 Gbpsの広帯域フリンジ検出を達成した。
また将来計画としてSKA計画や高周波VLBIなどの可能性
について検討し、SKA1においては「Band5C広帯域受信機」、
「AIV」、「VLBI-backend」に関して集中的に議論、検討を
行った。またSKA2における技術開発として省電力光高速
データ伝送、相関器について議論した。高周波VLBIに関
しては気球電波干渉計など基礎技術開発課題に取り組んだ
結果、打ち上げ可能状態まで立ち上げたが、悪天候により
来年度以降に延期された。

8. 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台を運用している。継続的な時系
の管理・運用により、協定世界時（UTC）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としてNTP
サーバを運用し、中央標準時を一般に提供している。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。

9. 石垣島天文台

　平成29（2017）年度は平成18（2006）年のオープン以来、
12年目を迎えた。昨年度は石垣島天文台の観測データに基
づく4編の査読論文が出版され、通算23編の研究成果が挙
がった。小中学生の団体見学や一般見学、官公庁の視察も
含めた年間見学者数は14,000人に達し、平成25（2013）年
から5年連続で年間10,000人を超えるなど、研究、教育およ
び広報普及という設置目的を十分に果たしている。平成30
（2018）年1月には通算の見学者が12万人の大台を達成し記
念セレモニーを行った。また、近年の外国人観光客の増加
に伴い、平成28（2016）年度には450人であった外国人見学
者数が、平成29（2017）年度には795人と大幅に増加した。
　研究面では、光・赤外線大学間連携事業に参加し突発天
体の観測を実施したほか、JAXAからの呼びかけに応じて
地球近傍天体の追跡観測を行った。また、日仏米で木星振
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動を観測する JOVIALプロジェクトや東工大・カリフォル
ニア工科大他によるGROWTHプロジェクトに参加し共同
観測等を行った。研究成果としてはブラックホール連星
V404 Cyg、彗星C/2013 US10などに関する査読論文が発表
された。
　教育面では、小中学校の団体見学、官公庁の視察など1,000
人を上回る見学者があった。7月には県民カレッジ、8月に
は高校生向けの観測体験企画「美ら星研究体験隊」および
琉球大学観測実習を実施した。また、12月には学振フォト
ニクス情報システム第179委員会の講演会を開催した。
　広報普及面では、3回にわたって特別企画を開催した。
ゴールデンウィークの5日間で610人、夏休み中の「南の島
の星まつり」期間中9日間で1,043人、春休み中の「うりずん
星空教室」には3日間で78人の参加があった。また、石垣市
との共催行事として16回目となる「南の島の星まつり」を
8月12～20日に開催し全体で11,337人の参加があった。八
重山広域市町村圏事務組合との共催行事である「小浜島ふ
れあい星まつり」は9月23日に開催し300人の参加があった。
石垣島地方気象台との共催行事である「親と子のお天気教
室」には200人が参加した。
　その他、11月に開催された国際会議「東アジア若手天文
学者会議（EAYAM）2017」（参加73名）に協力し、参加者
向けの天体観望会には多くの外国人研究者が参加した。会
議後には公開講演会「天文学最前線～天文学における二大
発見物語～」を開催し30人以上の市民が参加するなど会議
と講演会の開催を通して地域振興にも貢献した。

10. 広報

（1）特別公開（＜＞内の数字は参加者数）
　水沢VLBI観測所各施設の特別公開を以下のとおり開催
した。
平成29（2017）年4月16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8回「公開天文台」＜延べ1,141人＞
同年7月16日　鹿児島市錦江湾公園6 m電波望遠鏡周辺に
て「七夕まつり」（国立天文台、鹿児島市教育委員会、鹿
児島大学理学部宇宙コースほか）＜350人＞
同年8月12～20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2017」に合わせた特別公開＜石
垣島天文台1,043人、VERA石垣島観測局273人＞
同年8月12日　VERA入来観測局および鹿児島大学1 m望遠
鏡・農学部牧場で「八重山高原星物語」（共催：薩摩川
内市、鹿児島大学理学部および農学部、国立天文台）＜
3,800人＞
同年8月19日　水沢地区で「いわて銀河フェスタ2017」＜

1,165人＞
平成30（2018）年1月20日　VERA小笠原観測局で「スター
アイランド17」＜167人＞

（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で通年にわたり常時公開している。平成29（2017）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 19,389人
　（奥州市運営の「奥州宇宙遊学館」の協力による）
② VERA入来観測局 1,602人
③ VERA小笠原観測局 8,340人
④ VERA石垣島観測局 2,577人
⑤ 石垣島天文台  14,192人
　（うち「星空学びの部屋」4D2U鑑賞者4,478人を含む）

11. 教育

（1）大学院教育・学部教育
　平成29（2017）年度は、東京大学から2名の博士課程院生、
1名の修士課程院生、総研大から2名の博士課程院生、1名
の修士課程院生を受け入れている。留学生は東京大学から
の修士過程1名、総研大からの博士課程2名となっているが、
このうち東京大学の1名が博士号を取得した。また受託院
生として、山口大学から修士課程院生1名を受け入れてい
る。総研大サマースチューデントでは、東京理科大学、お
茶の水女子大学から学部生1名ずつ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
が引き続き開催され、8月21・23～25日に琉球大学西原キャ
ンパス（本部）で講義を、8月28～31日にVERA石垣島局と
石垣島天文台で観測実習をそれぞれ開催し、約33名が受講
した。講義の様子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
義を行っている。平成30年1月16～19日には、総研大とタ
イNARITの共催による電波天文冬の学校がタイ・チェン
マイで開催され、タイなど東南アジアを中心とした21名の
参加者を受け入れた。日本からは東京大学と総研大の院生
3名が受講生として参加し、職員4名が講義を担当した。

（2）高校生向けの研究体験等
　平成29（2017）年8月9～11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☆とき
めきサイエンス」補助事業「美ら星研究探検隊」を開催し、
沖縄本島から参加の3名を含む計10名の地元高校生を受け
入れ観測研究体験を行った。同年8月4～6日には、「第11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12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。平成29（2017）年度からは、VERA小笠
原局でも同様の観測体験を7月20～22日に行い、地元東京



II 各研究分野の研究成果・活動報告 067

都小笠原村の高校生1名を受け入れた。また、SSH（スー
パー・サイエンス・ハイスクール）事業の一環で、平成28
（2016）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　太陽観測科学プロジェクト

　本プロジェクトは、 「ひので科学プロジェクト」と「太陽
観測所」の二つのプロジェクトを統合して、科学衛星「ひ
ので」や地上観測施設による観測から最先端の太陽物理学
研究を進めるプロジェクトとして平成29年度に発足したも
のである。

1. 「ひので」衛星

　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）に次いで、わが国3機目の太陽観測衛星であ
る。「ひので」には、可視光磁場望遠鏡（SOT）、X線望遠
鏡（XRT）、極端紫外撮像分光装置（EIS）の3つの望遠鏡が
搭載され、太陽光球の高解像磁場および速度場のほか、彩
層－コロナ域の輝度・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と国立天文台の連携協力の
もと、米国NASAおよび英国STFCとの国際協力により開
発され、その科学運用には欧州宇宙機関ESAとノルウェー
宇宙センターNSCが加わっている。国立天文台は、観測装
置の開発について中心的な役割を果たし、また飛翔後は衛
星の科学運用やデータ解析の推進に大きな貢献をしている。
「ひので」により取得されたデータは、公開用のデータが準
備でき次第、万人に対して即時公開されている。
　科学運用とデータ解析の支援のために、「ひので」国際
チームの代表者からなる「Hinode Science Working Group」
が組織されている。17名で構成されるこの組織のメンバー
のうち、本プロジェクトからは2名（末松：SOT、渡邊：
EIS）が参加している。また、共同観測実施のために、科
学観測スケジュール調整委員（Science Schedule Coordinator: 
SSC）が組織され、日本側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。「ひので」を
使用した観測提案や、「ひので」と他衛星や地上観測所との
共同観測提案はSSCが窓口となり、世界の太陽研究者との
共同観測研究を推進している。
　平成29年度は、3回目の運用延長期間（平成29–32年度）
の初年度にあたる。この期間では、フレア発生領域磁場の
発展過程や磁気リコネクション域の観測、活動の下降期の
太陽一般磁場の長期観測、ERG衛星・ALMA・新地上望
遠鏡との連携観測に重点が置かれる。平成28年2月に停止
した撮像装置を除いて観測機器は順調に観測を続けており、
「ひので」後に打ち上げられたSDO衛星、IRIS衛星、そし
てALMAなどとの共同観測や「ひので」自身の長期観測か
ら、新しい成果が得られている。この年度の「ひので」関
連査読付き論文数は87であり、今後も多くの成果が期待で
きる。

　平成30年1月21日にEISの電源スイッチが突然OFFにな
る事象が発生し、年度を越えてその科学運用が長期にわ
たって停止した。慎重な事象分析を伴った復帰手順の準備
と、「ひので」の他の望遠鏡とALMAとの共同観測を優先
したことから、その復帰運用は5月に持ち越された。

2. 三鷹太陽地上観測

　三鷹キャンパスの西側において、太陽活動の記録用に地
上望遠鏡による太陽全面観測を行っている。主力の観測装
置は磁場観測装置であり、その他に突発現象であるフレア
を捉えるHα線観測や、太陽磁気活動の長期変化の指標と
なる黒点や活動領域の光学観測を行っている。
　平成4（1992）年から太陽フレア望遠鏡で実施された磁場
観測では、可視域の吸収線を観測して黒点域をカバーする
程度の視野サイズで光球面のベクトル磁場を取得した。平
成22（2010）年からは、磁場観測の精度を上げ、光球だけ
でなく彩層域の太陽全面磁場観測を行うために、近赤外線
域でストークス偏光スペクトルデータを取得する観測（光
球磁場は1.565ミクロン、彩層磁場は1.083ミクロンでの観
測）へと移行している。現在の装置で得られる磁場観測の
観測効率や測定精度を決めている因子に赤外線カメラの画
素数や読み出しノイズがある。その大フォーマット化と低
ノイズ化を目指して、科学研究費新学術研究「太陽地球圏
環境予測（PSTEP）」の中で、H2RG検出器を採用した赤外
線カメラの開発を進めている。
　昭和4（1929）年より開始された太陽黒点の観測は、平
成10（1998）年よりデジタルカメラを使った観測によって
継続されている。このほかに、フレア望遠鏡では、白色光、
Gバンド、Ca II K線、Hα線で太陽全面の定常観測を行って、
太陽磁気活動に伴って変化する光球と彩層の様子をモニ
ターしている。この中で、Hα線の観測では、狭帯域フィル
ターで吸収線内の複数点で観測することで、フレアに伴っ
て噴出するプロミネンスのドップラー速度を測定している。
これらの観測データは、リアルタイム画像も含めて、SSO
ウェブページで公開している。
　国立天文台には、その前身である東京天文台時代より取
得した長期間の太陽観測データがある。平成29年度は、そ
の記録が開始されてから100周年にあたる。白色光、Ca II 
K線、Hα線による太陽全面の観測が、フィルム、写真乾板、
スケッチにより記録されており、太陽活動の長期変動研究
のため、データのデジタル化を進めている。準備の整った
ものからデータの公開を行いつつ、PSTEP研究の一環とし
て、Ca II K線像の高精度の再デジタル化を進めている。
　平成26年度末に野辺山太陽電波観測所は閉所となったが、
半世紀にわたって7つの周波数で取得している太陽電波強
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度および円偏波の観測は、太陽活動の長期モニターとして
重要とされ観測は継続している。自動化された観測装置の
運用と保守を野辺山宇宙電波観測所が行い、取得したデー
タの科学的検証と較正を本プロジェクトが主導して、大学
や情報通信研究機構の太陽研究者とともに担っている。
　このほか、平成29年8月21日に北米大陸を横断した皆既
日食を、米国アイダホにて撮像・偏光観測を行った。

3. SDAS

　旧ひので科学プロジェクトと旧野辺山太陽電波観測所の
共同利用データ解析計算機システムおよび旧太陽観測所の
データアーカイブ・公開システムから発展し、国立天文台
の太陽関連のデータ解析とデータ配布の役割を担った天
文データセンターの太陽データ解析システム（Solar Data 
Analysis System）は、平成29年度末に運用を終了した。こ
のシステムが担ったデータ解析機能は、天文データセン
ターの多波長データ解析システム共同利用に統合され、太
陽データのアーカイブと配布の機能に特化した太陽データ
アーカイブシステム（Solar Data Archive System）が平成29
年度末から稼働を開始した。このアーカイブシステムは、
本プロジェクトが天文データセンターとともに運用を行っ
ている。

4. 教育活動

　本プロジェクトは、博士課程の学生2名と修士課程の学
生2名を受け入れて指導し、2名の特任研究員が在籍してい
る。また、2名のメンバー（関井と原）が東京大学学部の天
文学講義を行った。
　
5. 広報普及活動

　太陽研究の成果を、教育への活用や一般の人々に還元す
ることを目的として、さまざまな広報普及活動を行ってい
る。学会やシンポジウム等におけるブースの出展、プレ
スリリース、Webリリースを通した情報の発信、科学館へ
の展示活動への協力、新聞やTV等への取材・出演や資料
提供等。平成29年度に作成したコンテンツとしては、「ひ
ので」衛星10周年記念の解説ビデオ、最新の成果を取り入
れてリニューアルした「ひので」パンフレット、そして平
成29年度の特別公開に向けて開発した太陽VRコンテンツ
が挙げられる。VRコンテンツについては好評であったこ
とから、スマホ用アプリの配信に向けた準備を進めている。
また、平成29（2017）年9月に発生した大型のフレアについ
てメディアから多くの取材があり、それが社会的な関心事
であることが分かる。

6. 研究会・分野会合

　科学衛星「ひので」による研究を推進するため、「ひの
で」科学会議を継続的に開催している。平成29年度は、11
回目の研究会を平成29年5月30日－6月2日の期間に米国シ
アトルにて開催し、参加研究者数は130名、発表論文数は
129であった。
　2019年より稼働開始予定の4 m口径太陽望遠鏡DKIST
計画に対し、その初期観測計画ワークショップを名古屋
大学にて平成30年2月26日－29日に共催した。このワーク
ショップでは、DKISTによる初期観測のうち、光球と彩層
の研究課題について議論し、その結果多数の観測提案が作
成された。
　太陽研究者のコミュニティの会合として、「2020年代の
スペース太陽研究 」（平成29年7月13日： 国立天文台三鷹）
と「太陽研連シンポジウム」（平成30年2月20日－22日：京
都大学）を共催した。

7.受賞

　本プロジェクトに在籍する研究者が、その研究活動に対
して以下の賞を受賞している。
勝川行雄　第6回自然科学研究機構若手研究者賞
鹿野良平　第4回宇宙科学研究所賞

8. その他

　平成29年度のプロジェクト評価委員会により、本プロ
ジェクトを含む国立天文台の太陽研究プロジェクトの平成
27（2015）年－平成29（2017）年の間の活動内容が審査さ
れた。
　ロシア科学アカデミーのV. Pipin教授、フランスCEA 
Paris-SacleyのS. Brun教授が客員教授として長期（1か月以
上）滞在した。
　人事については、渡邊鉄哉教授、矢治健太郎専門研究職
員が平成30年3月末で退職し、平成30年度から藤由まりえ
事務支援員の他プロジェクトへの異動が内定している。
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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6回目の共同利用観測が、「Cycle 5」とし
て、平成29（2017）年10月に開始された。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3、4、5、6、
7、8、9、10の8種類が提供された。Cycle 5では、最大16.2 
km（バンド3、4、6）、8.5 km（バンド7）、3.6 km （バンド8、
9、10）または1.4 km（バンド5）と拡大された。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引き
続き可能となっている。このほか、バンド5の観測が可能
になったことが大きな特徴であった。Cycle 5では全世界
から合計1,661件の観測提案が提出された。
　7回目の共同利用観測が、「Cycle 6」として公募された。
Cycle 6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3、4、5、6、7、8、9、10の8種類、基線長は最大
16 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3–7による円
偏波観測、バンド8によるACA単独観測が新たに公開され
る予定である。また、バンド6の IF帯域が4.5–10 GHzに拡
張されることが特筆すべき進展である。観測提案は、日本
時間平成30（2018）年4月20日00:00に締め切られる。Cycle 
6は平成30（2018）年10月に開始予定である。
　ALMAの共同利用の結果、数々の科学的成果が出され
ているが、ここでは東アジアからの成果を中心に紹介す
る。国立天文台の廣田朋也らは、大質量原始星オリオン
KL電波源 IをALMAで観測し、原始星から噴き出すアウ
トフローが回転していることをはっきりとらえた。これ
は、アウトフローが系から角運動量を持ち去っていること
を示しており、「星間物質が原始星に降着する際にどのよ
うに角運動量を捨てるのか」という星形成の大問題に解決
の糸口を与える成果といえる。東京大学の大学院生 安藤
亮らは、活発に星を作るスーバースト銀河NGC 253の中心
部をALMAで高解像度観測し、8つの星形成ガス塊を発見
した。さらにこの8つの間で分子輝線の種類や強度に大き
なばらつきがあることが分かった。そのうちのひとつでは、
スペクトルを分子輝線が埋め尽くす『分子の密林』状態に
なっていた。天の川銀河系外で『分子の密林』が発見され
たのはこれが初めてであり、スターバースト銀河内の星形
成分子雲の性質に大きな多様性があることを示す成果であ
る。国立天文台の今西昌俊らは、渦巻銀河M77中心部の活
動銀河核をALMAで高解像度観測し、超巨大ブラックホー
ルをドーナツ状に取り巻くガス雲が回転していることを明
らかにした。こうした構造は『活動銀河核の統一モデル』
として理論的には提唱されていたが、このモデルが正しい
ことが今回の観測によって初めて証明された。今回の発見
は、銀河の中心に存在する超巨大ブラックホールの活動と
周囲の銀河に与える影響を調べる際の基礎となる重要な成
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6名
の学部学生をチリ観測所に受け入れた。うち4名は三鷹に、
2名はチリに滞在し、研究活動を行った。また、滞在型研究
員として、海外からユタ大学（アメリカ）、ポツダム天体物
理研究所（ドイツ）、タイグエン大学（ベトナム）のポスド
ク研究員をそれぞれ1名ずつ、約1か月の期間にわたって受
け入れた。
　平成30（2018）年3月9日には、国立天文台チリ事務所お
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よび合同ALMA観測所サンティアゴ中央事務所にて山形
大学短期チリ留学プログラムの学生の訪問を受け入れた。
ALMAプロジェクトの紹介を行ったほか、海外において
国際機関で勤務する職員としての立場で学生たちと懇談し、
キャリアパス教育に貢献した。

4. 広報普及

　科学観測や試験観測による成果を紹介する新聞・雑誌
記事がおよそ110件掲載された。またALMAを取り上げた
テレビ・ラジオ番組は8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
29（2017）年6月にはNHK総合「ニュース シブ5時」とフ
ジテレビ「ユアタイム」にてALMAによるオリオンKL電
波源 Iからのアウトフローの回転の検出の成果が紹介され
た。オリオンKL電波源 Iの観測成果が海外を含め180を超
えるウェブニュースサイトに、M77中心のブラックホール
を取り巻くドーナツ状のガスの成果については200を超え
るニュースサイトに掲載されるなど、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。
　平成29（2017）年11月に、日本の新聞記者・雑誌記者・
フリージャーナリストなどを対象としたアルマ望遠鏡現地
メディアツアーを開催し、12名が参加した。サンティアゴ
中央事務所と国立天文台チリ事務所、ALMA山麓施設・山
頂施設の見学と写真・映像撮影、研究者・技術者等へのイ
ンタビューなどを実施した。取材結果は多くの新聞記事や
雑誌記事として発表され、ALMA現地のようすや最新情報、
将来開発計画を広く社会に発信することができた。
　平成29（2017）年5月に、日本のALMAウェブサイトを
リニューアル公開した。ウェブサイトには49件のニュース
記事、8件のプレスリリースを掲載したほか、アルマ望遠
鏡の研究テーマを俯瞰するレビュー記事やスタッフへのイ
ンタビュー記事など、読み物を充実させた。さらにウェ
ブサイトリニューアルに合わせて、画像等のコンテンツ
をCreative Commons Licenseの考え方にのっとった利用規
約のもとで公開し、コンテンツを利用しやすくした。また
メールマガジン（購読者数約2,500人）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29（2017）年
度末現在での購読者（フォロワー）は約38,500人である。
　平成29（2017）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
29（2017）年度には15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30（2018）年2月4日には東京国際交流館にて「国
立天文台講演会／第23回アルマ望遠鏡公開講演会 冷たい
宇宙に挑むアルマ望遠鏡―惑星誕生のミステリーに究極技
術で迫る―」を開催し、200人を超える来場者に最新の観測

成果を紹介した。
　平成27（2015）年3月中旬から、標高2,900 mに位置する
ALMA望遠鏡山麓施設の一般見学の受け入れを開始した。
毎週土曜・日曜、1日40人（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。平成29（2017）年度の一般
見学者合計は3,904人であった。
　平成29（2017）年8月25–26日には、ALMAのふもとの町
であるサンペドロ・デ・アタカマにて伝統的七夕イベント
を実施した。地元住民や観光客に短冊に願い事を書くこと
を呼びかけ、町の中心部で七夕飾りを行うとともに天体観
望会も実施することで、ALMAプロジェクトおよび国立天
文台の広報に加え国際親善にも寄与した。

5. 国際協力（委員会等）

　ALMAは国際プロジェクトであるため、様々な委員会が
頻繁に開催されている。平成29（2017）年度中にALMA評議
会は2回、ALMA科学諮問委員会は2回のFace-to-Face会合
を行い、さらにこれらの会はほぼ毎月電話会議が行われた。
またALMA東アジア科学諮問委員会も四半期に一回の頻
度でFace-to-Face会合または電話会議を行った。個別の担
当ごとにさらに高い頻度で会合や電話会議を開催し、緊密
な連携のもとで国際プロジェクトの推進にあたっている。

6. 研究会の開催

・2017年8月1–2日　NRO45/ASTE/Single Dish Science 
Workshop 2017　国立天文台野辺山宇宙電波観測所
・2017年10月3–5日　ALMA Long Baseline Workshop　メル
パルク京都
・2017年12月27–28日　ALMA Users Meeting　三鷹
・2018年3月26日　ALMA Town Meeting 　鹿児島大

7. 科研費以外の外部資金獲得（産学連携経費等）

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 II）

8. 研究員の異動等

（1）採用
Daniel Walker　特任研究員
Andres Guzman　特任研究員
Yu-Ting Wu　特任研究員
Andrea Silva　特任研究員
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西村優里　特任研究員（東京大学へ在籍出向）
Tao Wang　特任研究員（東京大学へ在籍出向）
Salinas Nicolas　特任研究員（鹿児島大学へ在籍出向）
田中 圭　特任研究員（大阪大学へ在籍出向）

（2）退職・異動
斉藤俊貴　特任研究員
Naslim Neelamkodan　特任研究員

9. 主な訪問者

・2017年6月25日
梶田隆章 東京大学宇宙線研究所長、ALMA訪問
・2017年7月29日
平石好伸 在チリ日本大使、ALMA視察
・2017年9月28日
秋篠宮両殿下、チリご訪問。阪本成一所長から国立天文
台の事業について説明。
・2018年1月12–13日
水落敏栄文部科学副大臣、ALMA視察

10. ASTE望遠鏡の進捗

　ASTE望遠鏡は、南半球において本格的なサブミリ波天
文学を推進するとともに、それを支える観測装置や観測手
法の開発と実証を主目的として、これまで運用されてき
た。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29（2017）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、4か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。共同利用観測提案は合計25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20件の観測提案が採択された。平成29（2017）年6月初旬
から9月下旬まで、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。また平成29（2017）

年10月からデルフト工科大学（蘭）、SRON（蘭）、東京大学、
名古屋大学、国立天文台等が共同で研究開発を進めてい
る超伝導オンチップ・フィルターバンク分光器DESHIMA
（Deep Spectroscopic High-redshift Mapper）をASTE望遠鏡に
試験搭載し、同技術を用いた世界初の天体スペクトルの検
出に成功した。
　平成29（2017）年11月21日のリモート観測中に方位角
（AZ）軸が制御不能となる障害が発生した。調査の結果AZ 
減速機の経年劣化による故障が原因と判明し、AZ減速機
の交換が必要であることが判明した。
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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
の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。当該年度の主力機で
あった大規模並列計算機アテルイ（Cray XC30）の理論演算
性能は1 Pflopsであり、天文学専用のスーパーコンピュー
タとしては世界最高の性能を誇る。重力多体問題専用計算
機GRAPE-DR、GRAPE-9、計算サーバ（中小規模計算用PC
クラスタ）等の運用も継続して行った。加えて、平成30年
度から運用が開始される新しいスーパーコンピュータ導入
の準備も進めた。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5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。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相変わらず大
きい。
　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システムの有効利
用と共同利用活動促進のため、本年度もハードウェアとソ
フトウェアの両面から開発・改良・保守を行った。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128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。

（Cray XC30に関する統計）
・稼働状況
年間運用時間： 8535.7時間
年間core稼働率： 94.46 %
・利用者数
カテゴリS：前期採択 0, 後期採択 0, 合計 0
カテゴリA：年度当初 11, 後期採択 0, 合計 11
カテゴリB+：年度当初 10, 後期採択 1, 合計 11
カテゴリB：年度当初 100, 後期採択 19, 合計 119
カテゴリMD：年度当初 11, 後期採択 3, 合計 14
カテゴリTrial： 54（年度末に於ける数値）

（重力多体問題専用計算機GRAPEに関する統計）
・利用者数

10（年度末に於ける数値）

（計算サーバに関する統計）
・稼働状況
通年のPBSジョブ投入数： 225,374
利用者のPBSジョブによるcore稼働率： 72 %
・利用者数

51（年度末に於ける数値）

（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中級講習会
平成29年8月10日　参加者6名
・流体学校
平成30年2月13－16日　参加者22名
・N体シミュレーション大寒の学校
平成30年1月24日（水）－26日（金）　 参加者11名
・CfCAユーザーズミーティング
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平成29年11月28－29日　参加者66名

3. 広報活動

　本プロジェクトからは平成29年度中に以下のリリースを
発行した。
・「小惑星カリクローを取り巻くさざ波の環―実スケール
シミュレーションが初めて描き出す小惑星の環の姿―」
平成29年4月28日，京都女子大学・道越秀吾，CfCA・
小久保英一郎

・「宇宙線誕生過程の解明に大きく迫る：スーパーコン
ピュータ『京』を使った1兆粒子シミュレーションで強い
天体衝撃波の3次元構造を世界で初めて解明」
平成29年9月25日，千葉大学・松本洋介，CfCA・加藤
恒彦ら

・「ビッグバン直後の超音速ガス流が生んだモンスターブ
ラックホールの種」
平成29年9月29日，テキサス大学・平野信吾ら

・「表面での爆発から星の死への旅立ち」
平成29年10月5日，東京大学・Ji-an Jiang，CfCA・田中
雅臣ら

・「重力波源からの光のメッセージを読み解く―重元素の
誕生現場，中性子星合体―」
平成29年10月16日，CfCA・田中雅臣ら，すばる望遠鏡
と共同リリース

・「アマチュア天文家の捉えた超新星爆発は、爆発の瞬間
だった！」
平成30年2月22日，CfCA・田中雅臣ら

　また本年度も前年度に引き続き、「いわて銀河フェスタ
2017」（水沢地区特別公開、平成29年8月19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人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。また、「三鷹・星と宇宙の日2017」（三
鷹地区特別公開、平成29年10月14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。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。このほか、宇宙・天文光学EXPO2017（平
成29年4月19－21日）において、TMT推進室と共同でブー
スを出展し、GRAPEの実機やアテルイのブレードの展示、
ポスターや映像を使った研究紹介などを行った。また、こ
のイベントではCfCAの小久保英一郎教授、田中雅臣助教
がシミュレーション天文学に関連する講演を行った。また、
昨年度から引き続きTwitterやYoutubeチャンネルの運用を
行い、CfCAの研究紹介、講演会情報、メディア掲載情報な
どを提供した。

4. 4D2Uプロジェクト

　本年度も前年度に引き続き、4D2Uコンテンツの開発と
公開・提供を行った。シミュレーション可視化映像は「天
の川銀河紀行」を平成29年6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。さらに、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上に公開した。
このコンテンツは先進映像協会日本支部が行う「ルミエー
ル・ジャパン・アワード2017」にてVR部門グランプリを
獲得し、さらに先進映像協会米本部が行う「ルミエール・
アワード2018」にて最優秀VR科学体験賞を受賞した．
　4次元デジタル宇宙ビューワー「Mitaka」は平成29年7月
にver.1.4.0がリリースされ、土星探査機カッシーニの最終
ミッションの再現、位置天文観測機ガイアの3Dモデルと
ガイアが取得したデータから作成した天の川銀河のテクス
チャの搭載、土星や月などについては物理学のモデルに基
づく科学的な可視化を行えるようになった。さらに平成30
年3月には、星座絵の表示が可能になったバージョン1.4.3
がリリースされた。
　さらに平成29年度は、「いわて銀河フェスタ2017（水沢
地区特別公開）」「三鷹・星と宇宙の日2017（三鷹地区特別
公開）」「宇宙・天文光学EXPO2017」「世界科学館サミット
2017」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。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
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
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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。超高光度X線源の
一部において、その中心天体が中性子星であることが観測
で判明したことをうけ、高橋助教は中性子星周囲でのガス
ダイナミクスを一般相対論的輻射磁気流体シミュレーショ
ンで調べた。その結果、中性子星が強い磁場をもつ場合、
中性子星周囲に磁気圏が形成されることで赤道面に沿った
ガス降着が妨げられ、ガスは中性子星の磁極から降着する
ことを解明した。また、超高光度X線源が示す光度変動の
起源を解明すべく、ブラックホール周囲の降着円盤から生
じるガス噴出流の高空間分解シミュレーションを実施した。
結果、ガス流が強輻射場中の流体不安定で分裂し、観測者
の視線を横切ることで光度が変化することを示した。
　隔月で行われている計算基礎科学連携拠点の運営委員会
には本プロジェクトより富阪幸治教授・大須賀健助教が参
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」計画は既に開
始され、文部科学省は予算を確保している。機器開発に主
要な責任を持つべき機関・組織も選定されており、具体的
な運用に向けた議論が盛んである。今年度は現在の「京」
コンピュータの停止時期が広報され、ポスト「京」稼働開
始までのフラッグシップ機不在の期間にどのような方法で

HPCI計画に必要となる計算機資源を確保すべきかが盛ん
に議論された。

6. 職員人事異動等

本年度内に採用された職員
（専門研究職員）なし
（研究員）なし
（研究支援員）押上祥子、石川将吾

本年度内に転出・退職した職員
（助教）大須賀 健
（専門研究職員）脇田 茂
（研究員）朝比奈雄太
（研究支援員）石川将吾、瀧 哲朗、田中佑希
（事務支援員）木村優子
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8　重力波プロジェクト推進室

　平成29（2017）年8月に、LIGOとVirgoによって連星中
性子星合体からの重力波が検出された。その後のフォロー
アップ観測によって、重力波源となった天体が同定され、
理論的に予測されていたキロノバと呼ばれる電磁波放出現
象も観測された。重力波天文学が他の観測手段と協力して
宇宙への理解を深めていく、マルチメッセンジャー天文学
の時代が幕を開けた。当推進室では、日本の重力波検出器
KAGRAを一刻も早く稼働させて、日本が重力波天文学に
おいて重要な貢献を行えるように、その建設に全力を挙げ
て取り組んでいる。

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
されたレーザー干渉計型重力波検出器である。他の重力波
検出器と比較して、地下の静寂で安定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独自性を持っている。KAGRAの
建設は、段階を追って干渉計をアップグレードしていくと
いう方法をとっている。平成28（2016）年3月には、シン
プルなマイケルソン干渉計の構成ではあるが、世界で初め
てkmスケールの大型干渉計を地下において動作させるこ
とに成功した。平成29（2017）年度は、低温マイケルソン
干渉計の実現に主眼が置かれ、国立天文台も担当する装置
の組み立て・インストール作業を進めてきた。
　当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、特に重要なものは、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で
ある。そのほかの技術的な貢献としては、補助光学系やミ
ラー性能評価装置、主干渉計の光学構成と制御手法の設
計・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、安全管理委員会の活動を通
じてKAGRAのプロジェクトマネジメントに貢献している。

（1）防振装置
　KAGRAでは、すべての干渉計ミラーと一部の光学部品
を地面の振動から隔離するために、防振装置が必要となる。
当推進室では場所ごとに異なる防振要件に対応するため、
4種類の異なる型の防振装置を開発してきた。今年度は低
温マイケルソン干渉計の試験運転に必要な防振装置の組み
立てとインストールを行った。具体的には、全長13.5 mに
及ぶ世界最大の低温鏡用大型防振装置2台と、常温鏡用の
大型防振装置4台のインストールを完了し、ダンピング制
御も行った。これらの防振装置は、低温マイケルソン干渉
計による試験運転期間中、概ね期待通りの性能を発揮した。

現在も残り5台の防振装置をインストールするため、常時10人
程度の推進室メンバーが神岡において作業を行っている。

（2）補助光学系
　補助光学系は、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。今年度における主要な活
動は、迷光対策用の大型光学バッフルおよびBRTの開発
であった。低温鏡表面からの広角散乱光を遮断するための
バッフルのプロトタイプが、実際のクライオスタットにイ
ンストールされ、冷却試験が予定通り開始された。これと
並行して、KAGRAのYエンドでは、BRTの組み立てとイ
ンストールが行われた。また並行してBRT用防振ステー
ジの組み立てと試験が行われた。これらの装置の機械的・
熱的設計、組み立て、改造等は、国立天文台先端技術セン
ター（ATC）から多大なる協力を得て進められた。

（3）ミラー評価装置
　今年度、当推進室では、KAGRAを低温で運転する上で
鍵となる光学吸収を、精密に測定するシステムの開発を完
了した。本システムは当初、直径2インチまでのサンプル
のみ計測可能であったが、現在では、KAGRA用の大型サ
ンプル（直径22 cm）の吸収率マップを測定することが可能
となった。当推進室では、KAGRA用サファイア基材を用
いて本システムの試験を行った。また、LMA（Laboratoire 
des Matériaux Avancés, リヨン（仏））と共同で、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方
法で検証した。

2. R&D

（1）KAGRAアップグレードに向けた研究開発
　KAGRAの建設と並行して、当推進室ではKAGRAの将
来的なアップグレードに向けた研究開発を精力的に進め
ている。その1つの目標が、周波数依存性のあるスクィー
ズド光の実現である。TAMA300という世界的にも類を見
ないR&D施設を用いて、長さ300 mの高フィネス・フィル
ター共振器を実現することができた。今年度はその性能評
価を行い、期待を上回る性能が得られた。これと組み合わ
せられる周波数非依存のスクィーズド光源は、製作の最終
段階に入っている。この実験に関連して、海外の研究者と
長期的な研究協力関係を構築し、多くの訪問者を受け入れ
ることができた。KAGRAの鏡を評価するための吸収測定
装置では、熱雑音を低減するための有力な方法と期待さ
れている結晶性コーティングの性能評価も行った。結晶
性コーティングの光学特性はLMAとの協力で測定された。
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またこのコーティングの常温における熱雑音をMITの装
置で直接測定し、良い結果を得た。さらに、ATCでは低温
におけるコーティング熱雑音を直接測定するための実験が
進行中である。

（2）DECIGO
　昨年度にまとめられたB-DECIGOの概念設計に基づき、
プロジェクトの推進方法についての議論を継続的に行って
いる。本年度のDECIGO年次ワークショップでは、プロ
ジェクトの共同研究者を増やすため、新メンバーとの議論
を交わした。

3. 教育 

　平成29年度、重力波プロジェクト推進室では東京大学理
学系研究科より2名、総合研究大学院大学より2名の大学院
生を受け入れ、研究指導を行った。これに加えて、総研大
からは秋入学の留学生（中国籍）1名も受け入れている。こ
のほか、Institut D’Optique（フランス）、北京師範大学（中
国）、電気通信大学（日本）より修士課程の院生各1名を、各
6か月の期間にわたり受け入れた。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名を受け入れ
ている。当推進室では東京大学大学院および法政大学にお
いて、それぞれ重力波と流体力学に関する講義を担当した。

4. 広報普及活動 

　今年度はノーベル物理学賞が重力波関連であったことも
あり、一般からの重力波への関心は引き続き高かった。広
報用の素材として、推進室リーフレットの英語版を作成し、
TAMAのVR映像の製作、天文台PRビデオの製作などに協
力した。また、2件の記者発表への出席、6件の一般向け講
演を行い、新聞・一般向け科学雑誌への寄稿も2件行った。
NHK、日経新聞、ASCII、トヨタ技術会などの取材を受け、
KAGRAサイトにおいては200人以上の見学対応を当推進
室の研究者が行った。TAMA300においては、特別公開時
に約700人が訪れ、そのほかに240人以上の見学者を受け入
れた。

5. 国際協力と主な来訪者

　当推進室では、TAMAの施設を利用して行っている周波
数依存スクイージング技術の研究開発に関連して、CNRS/
APC（フランス）および北京師範大学（中国）との連携体制
を継続して推進している。この連携体制の下で、University 
Paris Diderot（フランス）に所属し、本研究開発を博士論文
の研究テーマとする院生の来訪を、2か月間にわたって受
けた（当該院生は現在では国立天文台プロジェクト研究員
として、当推進室で引き続き研究を行っている）。加えて

CNRS/APCより研究者2名と研究技師1名が、計1.5か月の
期間にわたり来訪した。このほか、EUから資金助成を受
けるプログラムとして採択されたNEWSプロジェクトの
発足に協力し、この枠組みの中でDr. Helios Voccaの来訪を
受けた。本年度、当推進室に所属する大学院生の内1名は
CNRS/LAPP（フランス）を訪問し、3か月間にわたって研究
活動を行った。他方1名は結晶性コーティングの熱雑音計
測を行うため、MIT（米国）に2週間滞在し、これらの研究
テーマではCNRS/LMAおよびCMS（米国）の共同研究者と
共著で論文を出版した。また例年同様、TAMAでは、SKA
機構長および、プリンストン大学研究担当学部長、LISAプ
ロジェクトの研究代表者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

　推進室メンバーが著者に加わった査読付き論文の数は
36件であり、この中には連星中性子星合体からの重力波
初検出に関する論文が含まれている。また、当推進室メ
ンバーが行った国際会議での発表は11回であった。平成29
（2017）年11月には、KAGRAサイトにおいて当推進室メン
バーが主催してCommissioning Workshopを開催した。LIGO、
Virgoから研究者が集まり、実際のコミッショニング作業
を通じて技術共有を図った。

7. 外部資金

　本年度、当推進室では日本学術振興会より交付された4
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 

　平成29年度には、海外機関より外国籍の助教1名および
プロジェクト研究員1名が採用され、着任した。平成30年3月31
日現在における当推進室の人員は、教授・准教授各1名、研究
職員9名、技術職員5名、事務員4名、および大学院生6名で
あり、併任研究者3名を加え、総勢29名で構成されていた。
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9　TMT推進室

　TMT計画は、日本、米国、カナダ、中国、インドの5か国
の協力で進めている口径30 mの超大型望遠鏡の建設計画で、
国立天文台においてはTMT推進室が中心になって推進し
ている。平成26（2014）年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ており、平成29
（2017）年9月にTMT建設のための保護地区利用許可がハワ
イ州により承認された。平成30（2018）年度の現地建設作
業開始を予定して各国で建設が進められており、国内にお
いては平成29（2017）年度には望遠鏡主鏡の量産、望遠鏡本
体構造の製造準備、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5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5
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4名、RCUH職員
1名が専任として所属している（このうち主任研究技師1名、
特任専門員1名、研究支援員1名、事務支援員1名が定年・任
期終了により年度末に退職した）。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4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統括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、現地での反対運動が
活発化するなか、同年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、ハワイ州土地天然資源委員会による再審査プロセスが
進められ、公聴会などを経て平成29（2017）年9月に保護地
区利用許可が承認された。この過程において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。
　保護地区利用許可の承認に対しては、反対者から訴訟が
あり、平成30（2018）年3月現在、ハワイ州最高裁判所で審
理が行われている。また、マウナケア山頂域を管理してい
るハワイ大学からTMT建設のために土地を借り受けるた
めのサブリースは平成26（2014）年にハワイ州土地天然資
源委員会で承認されたが、これに対する訴訟があり同じく
最高裁における裁判が継続している。TMT国際天文台と
しては、これらの裁判の動向もみながら平成30（2018）年
度に現地建設を再開することを予定し、各国で担当箇所の
設計や開発を進めた。
　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国際天文台としては代替建
設候補地として選定されたスペインのカナリア諸島ラ・パ
ルマ島における建設に向けた手続きや調査を行った。

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・制御系の設計・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29（2017）年度の進捗は以下のとおりである。

図1. TMT望遠鏡本体の完成予想図．
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（1）主鏡分割鏡製作
　TMTの主鏡は492枚の分割鏡で構成され、交換用を含め
て574枚の製作が必要である。それぞれの分割鏡の製作に
は、鏡材の製造、表裏両面の球面加工、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29（2017）
年度には52枚の鏡材を製造し、60枚の球面加工を行った。
球面加工済みの鏡材は累計で214枚となった。
　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29（2017）年度には11枚の非球面研磨を行った。
また、米国での非球面加工にむけて球面加工済みの鏡材の
米国への輸出を進めた。 

（2）望遠鏡本体構造・制御系の設計・製造準備
　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
鏡本体構造については，平成28年度までに基本設計・詳細
設計を行い、平成29年度には製造開始へ向けて難易度の高
い部分に関して技術的リスクの低減、性能検証作業の具体
化、インタフェースの詳細確定などの準備を実施した。技
術リスクの低減のためには免震機構および高度軸ケーブル
巻取装置の部分試作を行った。免振機構の部分試作では、
加振機を使って縮小モデルに対する振動試験を実施し、詳
細設計の非線形解析結果が概ね再現されることを確認した。
また、高度軸ケーブル巻取装置の縮小モデルを用いた高度
軸駆動試験を実施して外部に与える微小振動を定量的に評
価し、現在の設計が技術仕様を満たすことを確認した。こ
れらによって免振機構や高度軸ケーブル巻取装置実機の
製造方法を確立することができた。そのほかにも、観測
装置等のサブシステムの設計進捗に対応して相互のインタ
フェース条件の詳細を確定する作業を進めた。その一環と

して安全に関する未確定インタフェース課題や詳細事項の
調整など安全設計の強化、およびそれに関連する作業を実
施した。

（3）観測装置
　望遠鏡完成時に稼働する3つの第一期装置の設計・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、先端技術センターと連携して設計・試作な
どを進めている。前年に行われた主に光学系・機械系に関
する国際審査に続き、平成29（2017）年9月には電気系設計、
ソフトウェアを含む国際審査が行われ、合格となった。こ
れにより IRISは詳細設計の段階に入った。
　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きたことから、光学系の
検討や関連する開発を行った。一方、装置全体の大きな設
計変更に向けた検討が行われており、国内ではその一つの
可能性であるイメージスライサを用いた多天体分光の検討
を行った。

3. TMTによる科学研究の検討と広報活動

　平成25年から年に一度開催されているTMT科学フォー
ラムは、平成29（2017）年11月にインド・マイソールにて
開かれた。今回は第二期観測装置の提案・選考に向けた白
書（White Paper、後述）の準備をはじめ、観測装置の検討
およびその背景となる科学研究に関する議論が行われた。
望遠鏡完成・運用開始時に稼働する第一期観測装置に続き、
TMTでは2～3年ごとに新しい装置を搭載していく計画で
ある。その観測装置の選定に向けた検討は科学諮問委員会
で進められる予定であり、その一段階として、科学目標や
装置の概念等をとりまとめた白書の募集が行われた。複数
の装置についての白書が平成30（2018）年3月の〆切までに
提出され、日本の研究者も複数の白書で中心的な役割を果
たした。これにもとづいた第二期観測装置の検討は平成30
（2018）年度に行われる。
　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29（2017）年度にはWFOSの設計変更や第二期観測装置
の白書募集への対応などを検討した。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的
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51号から56号まで配信
した。全国各地での講演や展示会などを通じて、広報普及
に努めた。市民向けの講演や出前授業を65件実施した。

図2. 海外に供給された主鏡分割鏡材．
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　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30（2018）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平成29（2017）年8月
にカリフォルニア大学サンタクルーズ校で開催した。日本
からの7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・運営手法などを広く学ん
だ。平成30（2018）年3月に福岡市で開催された世界天文
コミュニケーション会議（CAP2018）では、TMT推進室と
しての広報普及活動について報告するとともに、国際プロ
ジェクトにおける活動を考えるワークショップをTMTの
国際チームとして開催した。
　TMT計画への寄付を継続的に募り、平成29（2017）年1
～12月には2法人と196人から寄付をいただいた。

図3. 若手研究者・技術者向けの国際研修会“Preparing TMT Future 
Science and Technology Leaders” （2017年8月、カリフォルニア大学サ
ンタクルーズ校）．
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1. JASMINE（赤外線位置天文観測衛星）計画の検
討、開発

（1）概要 
　JASMINEミッションは、銀河系バルジのほぼ全領域の
方向（銀河系中心の周りの20°×10°）をサーベイし、その
方向に対して我々から約10 kpc以内にある星々の距離や横
断速度を高い信頼度で求めるために、10万分の1秒角（10 μ
秒角）という高精度で星の年周視差、固有運動、天球上で
の位置を近赤外線（Kw-バンド： 1.5～2.5ミクロン）で測定
する。高精度（距離を正確に求めるのに必要とされる年周
視差の相対誤差が10 %以内）で測定できるバルジの星が約
100万個にものぼる。銀河系の“核心”をつくバルジの位
置天文サーベイ観測は、観測データを使っての重力を担う
物質の位相空間分布構築による銀河系バルジの構造や構造
の形成原因の解明、バルジ内での星形成史、およびそれら
と密接に関わる巨大ブラックホールとバルジとの共進化の
解明に対して、大きな科学的成果が期待できる。上記の中
型科学衛星に相当する JASMINE計画の実現前に、段階的
な科学的成果の進展と技術的知識や経験の蓄積のために2
つの計画（超小型、小型）を先行的に進めている。まず、
JASMINEの一部技術実証や太陽系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、2024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29年度の主な進捗状況

1）検討室の体制：
　JASMINE検討室の体制は、常任4名、併任6名、研究支援
員2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。現在は、海外の小型ロケット会社に
よる打ち上げの可能性が出てきて、交渉中である。Nano-
JASMINE衛星の開発に関しては、実際に打ち上げる衛星
となるフライトモデル（FM）の組み立ては平成22年度には
完成しているが、打ち上げ延期による時間的余裕を活用し
てFMの追加試験を行い、より万全を期している。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
の国際協力を順調に進めてきた。

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、中心核バルジ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20 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、銀河系バルジの形成史、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、 星団の起源、X
線連星の軌道要素と高密度天体の正体、恒星の物理、星形
成、惑星系などの天文学や重力レンズ効果などの基礎物理
の画期的な進展に寄与できる。さらに、地上から観測され
るバルジ星の視線速度や化学組成のデータと合わせること
で、より意義のあるカタログとすることが可能である。な
お、小型 JASMINEは、衛星システムに関する概念検討、概
念設計や小型 JASMINE衛星にとって重要な検討要素とな

10　JASMINE 検討室
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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きた。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
野に亘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。平成29（2017）年5月には宇宙研の宇宙理学委員会
による審査を通過し、平成29（2017）年12月には国際審査
を受けた。国際審査委員会からは次の開発フェーズにおけ
る課題や有用なアドバイスをいただいた。開発フェーズを
アップするための次の審査にむけての準備を行ってきた。
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11　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
きた。
（1）系外惑星直接観測のためのすばる望遠鏡用高コントラ

スト観測装置HiCIAO、SCExAO、CHARISの開発・保
守・運用と戦略的観測SEEDSおよびPost-SEEDS観測
の推進。

（2）地球型系外惑星検出のためのすばる望遠鏡用次期観測
装置（赤外ドップラー装置 IRD）の新規開発とそれに
よる観測計画の立案。

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

（4）南アフリカに設置された IRSF望遠鏡による広視野撮像
偏光観測による星惑星形成・星間物質の研究。その後
継機の検討。

　平成29年12月に、本プロジェクト室のすべてを受け継
ぎ、生物学をはじめとする多彩な分野と融合・連携した新
しい機関として「自然科学研究機構 アストロバイオロジー
センター」へ発展的に完全移行した。2017年度分の査読論
文は37編、研究発表数は89件であった。

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・運用を行ってきた。第一回
すばる戦略枠プロジェクトSEEDS（Subaru Explorations of 
Exoplanets and Disks）のメインサーベイ完了後は、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

星検出と惑星系形成理論との比較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た（図
1）。今年度はすばる望遠鏡におけるファーストライトを完
了し、後期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共に進めた。

（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（図2）。今年度はそ
の保守・運用に参加した。

2. 地球型惑星直接観測のためのスペースミッション
および地上次世代超大型望遠鏡用観測装置の技術検
討、国際協力の推進

（1）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
（現在はWFIRST WG）として、共同研究者と共に JPLのテ
ストベッドでの性能実証を継続して進めた。

（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を国際協力
で実現するため、PSI装置のblueチャネルとして、かつ、
SCExAOのアップグレードとして実現する検討を行い、
TMTに白書を提出した。

3. 研究活動・教育活動・啓蒙活動

　太陽系外惑星やその誕生現場である原始惑星系円盤な
どを直接撮像観測するSEEDSプロジェクトを、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だけで今年度までに約60編の論文が
出版された。次世代直接撮像装置によるポストSEEDS活
動も継続して推進している。
　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。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。
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図1. IRDのファーストライト画像．星のスペクトルと光コムのス
ペクトルが光ファイバーを通して並んで検出器上に写される．

図2. 超補償光学SCExAOと赤外線面分光器CHARISによる一波長
における点源の像．4つの「点」は，アストロメトリーのために可
変形鏡で作られた人工点源．Brandt et al. 2017より．
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12　RISE 月惑星探査検討室

1. プロジェクト概要

　平成29（2017）年度は小惑星探査機はやぶさ2搭載レーザ
高度計の運用準備、JUICE木星系探査レーザ高度計検出器
のサーマルストラップ熱実験を行った。また、RISE将来
計画の検討を行い、将来小惑星探査を提案した。
　はやぶさ2では（1）初期チェックアウトおよび定常運用
の手順を検討し確定した。（2）着陸地点選定の解析手順を
確認した。（3）データ公開に備えて、公開データ種の再検
討、データに付与する説明文書を作成した。（4）探査機の
精密位置決定のためのクロスオーバーシミュレーションを
実施し、予想されるフットプリントおよびクロスオーバー
点の空間分布、時間推移等を調査した。（5）アルベド観測
のためにエンジニアリングモデルを用いた性能調査実験を
実施した。また、他の光学機器との相互参照のために隕石
反射率実験を行った。
　JUICE木星系探査レーザ高度計の開発ではサーマルスト
ラップの熱実験を実施し、受光部サーマルストラップの弾
性を測定した。また、熱設計進捗のため受光系センサの大
気中温度試験を行った。 平成29（2017）年6月の国際会議
で受光素子放射線試験の影響を考慮したGALA測距精度
について発表し集録論文を投稿した。
　火星衛星サンプルリターン計画において、Phobosの慣
性モーメントと合わせて内部密度分布に制約を与えるため
に、Phobos表層密度観測を行う軌道高度をどこまで下げる
べきか等のミッション要求を検討した。あわせて、Phobos
形状モデリングや回転運動観測のために、画像の撮像条件
について検討を進めた。
　RISE将来計画のために、4月24日（月）～25日（火）に水
沢観測所においてRISEレビュー会を開催した。レビュー
会では事前にRISEプロジェクトから送付したインプット
パッケージに対して、レビュー委員から指摘票を返しても
らい、RISEプロジェクトからの回答を再送付した。惑星
科学小委員会において、将来計画の議論を行い、将来小惑
星探査提案をまとめた。

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をRISEメンバー7名が分担し
た。東京大学の併任として学部講義と大学院講義をそれぞ
れ1/2セメスター分だけ分担した。また、インターンシッ
プとして東北連携大学から1名を受け入れた。総研大では
ラボローテーションで学生1名を、電波観測実習では1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、延べ4名が出前授
業を実施した。ふれあい天文学に参加して3回の出前授業
を実施した。VERA小笠原局特別公開では1名を石垣局に
派遣し、研究紹介を実施した。その他、水沢観測所の特別
公開で講演を行った。

4. 国際協力

　ロシアからEkaterina Kronrod氏を1か月招へいし、月マン
トルの鉱物組成・温度構造のモデリングの共同研究を進め
た。また、7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3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29年度8月から新プロジェクト研究員を採用した。
一方、3月にプロジェクト研究員がフランスのパリ地球物
理研究所の助教授として採用され、退職した。
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　SOLAR-C準備室では、次期太陽衛星SOLAR-C計画の策
定、観測ロケット実験FOXSI-3とCLASP-2計画の推進、お
よび大型気球実験Sunrise-3計画への参加に向けた準備を進
めている。

1. SOLAR-C計画

　SOLAR-C計画は、「ひのとり」「ようこう」「ひので」に
続くわが国4番目の太陽観測衛星として2020年代の実現を
目指して計画されているもので、太陽大気の全温度層をカ
バーする解像度の高い撮像・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、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、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）Sunrise-3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、2021年の実施を予定している。
将来の太陽観測ミッション等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、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）FOXSI-3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り、平成30年

度の実施を予定している。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29年度の活動

　平成27年2月に JAXA戦略的中型衛星1号機に提案を行っ
たSOLAR-C計画が、その候補として採択されなかったこ
とをうけ、以降SOLAR-C準備室は、大型望遠鏡の口径縮
小化、サイエンス課題の尖鋭化、国際協力体制の再構築
を進めて、SOLAR-Cを JAXA戦略的中型衛星として再提
案を目指す活動を実施するとともに、JAXA公募型小型衛
星の機会を用いてSOLAR-Cの科学課題の一部を早期に実
現する可能性についても検討を進めてきた。平成29年度
は、JAXA、NASA、ESA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国際チーム（NGSPM-SOT: Next 
Generation Solar Physics Mission - Science Objective Team）の
活動を完了し、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に関する答申をまとめ、7
月に3宇宙機関へ提出した。SOLAR-Cワーキンググループ
は今後10年間の JAXA衛星実施計画の状況に鑑み、日本の
太陽研究者コミュニティーとも議論を重ねた末、NGSPM-
SOTが第一優先ミッションと位置づけた紫外・極紫外分光
望遠鏡（EUVST）を JAXA公募型小型衛星に提案する方針
を定め、平成30年1月末に提案書を提出した。
　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CLASP-2に向けて準
備を進めた。昨年度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ている。平成29
年度は、観測輝線を前回飛翔から変更したことに伴う装
置の改修を進め、新規フライト部品の製作をし、装置の
組み立てを開始した。Sunrise-3計画は、NASAに提出した
米国の気球ゴンドラ提案書が採択され、リフライト観測
を2021年度に実施することを決定した。日本が担当する
近赤外偏光分光装置（SCIP: Sunrise Chromospheric Infrared 
spectroPolarimeter）の光学、構造、熱設計、および駆動機
構の開発を進め、欧州との各種インターフェースの明確化
を行った。JAXAに提案したCLASP-2とSunrise-3計画は、
ISAS小規模計画「太陽小規模観測プログラム」として採択
され、5年間にわたり計画全体の約半分の予算が配分され
ることになった。FOXSI-3では、高速CMOSカメラの開発
が完了し目的の性能を達成した。また米国X線ミラーとの
噛み合わせ試験などを行い、平成30年夏のフライトにむけ

13　SOLAR-C 準備室
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た最終準備段階に入った。

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。
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1. 概要

　天文データセンターは、基盤システム群の円滑な運用に
よる研究基盤の維持だけでなく、計算機共同利用や研究基
盤の今後の発展を目指した研究や開発も行っている。これ
らのシステムは、DB/DAプロジェクト、ネットワークプロ
ジェクト、JVOプロジェクト、Hyper SuprimeCam用解析ソ
フトウェア開発プロジェクト、計算機共同利用業務で構成
されている。

2. 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）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はまた、研究成果の再検
証を可能にする研究基盤であり、天文学の研究成果の信頼
性を陰で支えている存在でもある。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30（2018）年5月の時点で、約2000万フレーム、約154 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29（2017）年度に16篇出版されて
平成30（2018）年5月現在で総計220篇に達している。平成
29（2017）年度は前年度に引き続き、SMOKAの高度検索
機能（利用者の多彩な要求に対応）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30（2018）年3
月稼働開始の新計算機システムの導入やプログラム・デー
タ移行の作業を進め、より効率的なシステムを実現した。

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29年度の運用ハイライトは、以下の通りである。 

（1）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

100 Gbps Transpac回線を運用している。本回線は、SINET
や JGNによって利用され、本年度において、ハワイ大学ヒ
ロキャンパスとハワイ観測所間に広帯域用途の光ファイバ
の整備が完了した｡

（2）セキュリティ事故への対処：インターネットへの公開
用ホストの不適切な設定と不適切な情報管理が重なった
結果、セキュリティ事故が発生した。このため、天文台
CSIRTを編成し、ホストの分析と調査を行い。情報漏洩な
どはほぼなかったとの結論に至った。再発防止のため、制
度とシステムの刷新を進めている。

4. データベース天文学推進室

　ALMA WebQL v3（FITS WebQLと改名）の公開を開始し
た。これまで ALMAデータ専用のQLサービスとして提供
していたが、汎用FITSデータ閲覧サービスとしてALMA
以外に野辺山観測所データの閲覧もできるよう改修した。
また、FITS WebQLと同等の機能を利用者の計算機上で実
行可能なDesktopバージョンも開発し公開している。
　このDesktopバージョンを利用することにより利用者自
身が保有しているFITSデータも閲覧することが可能であ
る。VOサービス検索インターフェイスとして、今回新た
に JVOIndx、JVOExplorerの開発を行った。JVOIndexはメ
タデータから抽出されてインデックスを利用してサービ
スを検索できるインターフェイスである。JVOExplorerは 
VOサービスの識別子の木構造をたどってVOサービスを
検索するインターフェイスである。野辺山45 m電波望遠
鏡により観測されたレガシーサーベイデータを JVOから
公開するための準備を開始した。公開するデータは銀河
面サーベイ（FUGIN）、近傍銀河サーベイ（COMING）、
星形成領域のデータであり、2018年6月公開予定である。
JAXA/ISASのデータサービスを担っているC-SODAとの
協力が進行している。JVO全サービスへの平成29年度のア
クセス数は585万件、全ダウンロード量は1.24 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
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、および実装などを行っている。
HSCの観測は順調に進み、定期的に大量のデータ（1晩で

14　天文データセンター
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300–400 GBの生データ）が生成されている。
　平成26（2014）年3月より開始されたHSCによる戦略枠
サーベイでは、取得データを解析しその結果をデータベー
ス化して戦略枠の共同研究者に配布する。今年度は6回目
のデータリリース（S17A）を2017年9月に行った。計画さ
れたバンドと深さでカバーされた天域は225平方度を超え、
そのデータ量は画像全体で約280 TB、カタログされた天体
数は約3億5千万天体となった。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と運用が継続的に行わ
れている。
　平成29（2017）年2月からは全世界に向けてデータ公開
（PDR）を行い、現在のユーザ数は600名強で世界35カ国の
研究機関などから登録がある。2018年1月にはそれまでの
HSCデータリリースに基づいた40編の科学・技術論文が
PASJ特集号として出版され、今後より多くのHSCデータ
による成果が期待される。これら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おり、平
成30（2018）年3月には計算機機器レンタル契約の更新に
伴いサービス機能を環境に移行した。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の、データ解析ソフト
ウェアの機能改良を続けている。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
やキュー観測を含む一般共同利用の観測遂行のための重要
機能として継続して利用されている。次期すばる望遠鏡多
天体分光装置PFSの一部装置コミッショニングが間もなく
始まる中、データフォーマット策定やHSCの解析結果と連
携した科学データアーカイブの構築のための検討・試験も
ハワイ観測所との共同作業で進めている。

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「国
立天文台　データ解析・アーカイブ・公開システム」が
担っている。平成30年3月1日に当該システムの計算機等リ
プレース作業が完了し、新たなシステムとして運用を開始
した。
　当該システムは「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 サイエンスアー
カイブ、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・共用サーバ、岡山
データアーカイブ、太陽アーカイブの各コンポーネントか
ら構成）」、「ヴァーチャル天文台サブシステム」、「水沢地区
データ解析サブシステム」、「開発試験サブシステム」、およ
び「三鷹キャンパスに設置される共同利用機器群」から構

成されている。
　同システム全体の総ストレージ容量（ディスク装置、
テープ装置等の合計）、総メモリ容量および総CPUコア数
は、それぞれ約 17 PB、22 TB および 2200コアにおよぶ。
前システムに比べて、総ストレージ容量は約3倍になって
いる（メモリ容量は約1.7倍、CPUコア数は1.1倍）。
　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29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. 第1回Python + Jupyter notebookによる光赤外天文データ
解析入門

 平成29年07月13日（木）－07月14日（金）参加者 12名
2. HSC画像解析講習会（共催）
 平成28年07月20日（木）－07月21日（金）参加者 12名
3. 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29年08月01日（火）－08月31日（木）参加者 10名
4. 第2回Python + Jupyter notebookによる光赤外天文データ
解析入門

 平成29年08月24日（木）－08月25日（金）参加者 12名
5. すばる秋の学校2017（共催）
 平成29年09月19日（火）－09月22日（金）参加者 14名
6. IDL講習会：FITSデータ解析編
 平成29年10月26日（木）－10月27日（金）参加者 5名
7. IRAF/PyRAFインストール講習会
 平成29年12月19日（火）参加者 3名
8. N体シミュレーション大寒の学校（共催）
 平成30年01月24日（水）－01月26日（金）参加者 13名
9. 太陽データ解析研究会（解析環境の提供）
 平成30年03月26日（月）－03月28日（水）参加者 9名

　平成29年度の講習会参加者の合計は90名であった。

7. その他

　広報活動として、平成29年度は「ADCからのお知らせ」
をNo.580からNo.708までの129本発行した。これらは電子
メール、およびWEBによって広報されている。なお、平成
29年度は計算機リプレース作業があったため、広報回数が
多くなっている（昨年度の約1.5倍）。
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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、平成28年度から2年間
の時限つきで「基礎技術開発」という研究開発枠を設け、
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、センター内の活動のレビューを進
めた。
　重点領域開発として進めてきている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、その後、現在まで、ALMA受信機の保守を中心
にALMA将来受信機の開発および野辺山45 mアンテナや
ASTE望遠鏡搭載受信機の開発・アップグレードを進めて
いる。
　その他の重点領域として、次世代超大型望遠鏡Thirty Meter 
Telescope（TMT）の第一期観測装置 IRIS（近赤外分光撮像
装置）およびWFOS（広視野可視撮像分光装置）の開発を
進めている。また、現在岐阜県神岡で建設中の重力波望遠
鏡KAGRAにおいて、その重要構成要素である、防振シス
テムおよび補助光学系の開発はATCにおいて進められて
いる。
　先端技術開発としては、スペースからの太陽観測装置開

発として「CLASP-2、SUNRISE-3」、国立天文台内外の電波
受信機開発とその支援として「望遠鏡受信機開発」、さら
に、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラである「Hyper 
Suprime-Cam」の保守・改良が主なテーマである。
　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している。

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、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TMT/IRISとKAGRA
補助光学系装置の機械設計を行った。また今年度は新た
にTMT/WFOSおよびCLASP-2、SUNRISE-3の機械設計を
行った。 
- TMT/IRIS
・溶融石英と金属部品の接着に関する試験
・ミラー形状測定用クライオスタットの設計
・PV光学系の機械設計
・設計審査会（PDR-2）への対応
- TMT/WFOS
・マスク交換機構の概念設計（機構，設備，コストなど）
・WFOS Trade Study Down-Select Reviewへの対応

15　先端技術センター

図1. 平成29年度先端技術センター組織図．
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- KAGRA 
・BRT用防振装置の組立調整
・BRT光学マウントの組立調整
・広角散乱バッフル用サスペンション装置の組立調整
・狭角散乱バッフル用サスペンション装置の設計
・ミラー懸架用下部防振装置の組立調整
- CLASP-2
・新規構造（分光器部・光学素子保持部品）の設計検証
・構造部品の加工、黒色化への対応
・軸外し双曲面鏡・平面鏡の保持部品への接着
・スリット・ピンホールアレイホルダの設計
- SUNRISE-3
・分光器部光学素子保持構造の詳細設計
・構造数学モデルの作成と熱構造・ショックレスポンス解析
・熱構造解析に基づく光学性能推定
・全体構造の設計検証
などを行った。

　加工チームはTMT/IRIS関連では、設計チームが行って
いる要素試験に用いる部品の製作を行った。
　KAGRA関連として、継続中であった補助光学系装置の
BRT用5軸レンズマウントの製作を完了した。その他、防
振系の板バネ（ベリリウム銅、マルエージング鋼）、補助光
学系の部品製作等を行った。
　飛翔体関連はCLASP-2搭載のミラホルダー（M4、M5
鏡）のフライト品の製作を完了した。また、SUNRISE-3、
FOXSI-3ではフライト部品の製作、試験用ジグ等の製作を
行った。
　共同利用に関しては、東京大学天文センターが開発中の
Tomo-e Gozenプロジェクト向け最終型（BP、HAP）の製作
を行っている。その他電波カメラ（MKID）向けにデバイ
スホルダー改良型、反射防止膜冷却試験などの部品製作に
対応した。

　加工チーム（超精密加工）では、製作対応として以下の
依頼に対応した．
・Band10プロファイルドホーンの試作（狭小箇所における
微細溝加工）
・電波カメラ用Siレンズアレイのガラスビーズを用いた新
方式AR膜の開発
・イメージスライサ用スライスミラージグの作製
・高分散グレーティングの試作
また、Siレンズアレイ加工の取り組みの中で超精密加工機
にて高負荷の加工を繰り返し行うことで動作不良（脱調）
が起きることが判明した。検証加工の結果、材料、工具、
加工条件の組み合わせによっては、過負荷によるエラーは
出ないが長時間繰り返すことで動作不良を起こす領域が存
在することが判明し、その情報の取得に成功した。

　測定チームは、測定のみの依頼に限らず、加工と連携し
詳細な測定を必要とするものにも対応した。
　平成29年度の加工および測定依頼件数を表1に示す。

（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。今年度は不均質性を考慮
した多層膜設計製造システム構築のため、多層膜近似法と
WKBJ法を使って不均質多層膜の設計ソフトウェアを制作
し、さらにそれらを既存の設計製造システムと接続するイ
ンターフェースを開発中である。

（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、人工衛星などを利用したスペース観測
の基盤技術の獲得と蓄積が、進行中のプロジェクトの開発
研究に関与することで進められている。平成29（2017）年
度は、SOLAR-C準備室やMEショップと連携して、ATC
内で先端技術開発に位置づけられている太陽観測プロジェ
クト（CLASP-2、SUNRISE-3）の開発活動を支援した。紫
外線領域での太陽彩層磁場観測を目指しているCLASPロ
ケット実験計画については、2回目の飛翔実験のフライト
品の開発を支援した。これらの活動の中で、アウトガス
対策のためのフライト用パーツの真空ベーキングや最終
状態のアウトガスレベルの測定のため、スペースチャン
バーショップの設備が頻度高く使用された。SOLAR-C準
備室との連携で進められた偏光較正用光源の開発について
は、使用する紫外線ランプの強度や放射される輝線スペク
トル線の確認も含めて完了した。気球高度から大型望遠鏡
による高解像の彩層磁場観測を目指しているSUNRISE-3
計画では、光学素子のホルダやマウントに適用する表面処
理のアウトガスレベルの確認のため、スペースチャンバー

表1. The requests in FY 2017.

From FY 2016 5
ATC 6
TMT/IRIS 3
KAGRA 20
ASTE 1
SOLAR-C,CLASP-2,SUNRISE-3,FOXSI-3 13
Astrobiology Center 3
Division of Optical and Infrared Astronomy 1
Division of Radio Astronomy 1
Public Relations Center 2
Solar Science Observatory 2
Subaru Observatory 5

External Organizations
IoA, Univ. of Tokyo 4
Univ. of Tsukuba 9
JAXA/ISAS 1

Total 75
To FY 2018 4
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ショップの設備が使用された。

（4）オプティカルショップ
　オプトショップでは、従来通り測定機器の共同利用を提
供し、日常点検を含め、機器のメンテナンスおよび測定相
談を行っている。今年度の作業内容と利用件数は以下の通
りである。
・修理や機器のアップグレード

- FT/IR分光器（FT/IR) の光源の交換
-オートコリメータ（Nikon model 6D）の光源の交換
-可視赤外分光器（Solid spec 3700）の光学系洗浄
-ファイバースコープ（OLYMPUS IF2D5-6-E）の新規導入
・測定器共同利用件数（平成29年4月～30年3月）（共同研究
での使用を含む）
-測定器利用件数　268件
台内：208件（ATC内部：87件）、台外：60件（東大天文
センター：12件）

-大型三次元測定器LEGEX910の利用　9件（稼動日数：
16日）

・測定に関する相談対応（48件）

（5）光赤外線検出器グループ
　光赤外線検出器グループでは、共同利用の一環として天
文観測用2次元検出器データ取得システムMESSIA6の共同
購入をこれまでに2回行ってきた。MESSIA6のユーザーサ
ポートの一つとして、兵庫県立大学西はりま天文台のCCD
カメラにMESSIA6と e2v社製CCDのインストール支援を
行っている。今年度はCCDの接続や取付方法など真空冷
却容器の設計について助言を行った。

（6）設備管理ユニット
　設備管理ユニットは建物、電気設備、CE設備（コールド
エバポレーター）の法令に基づく日常点検と運用、クリー
ンルームを含む実験室整備、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。
　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、規定値を満たしていない1台
に関して再度改修を行った。循環冷却水設備の水管路は老
朽化により汚染度が高まっているために、点検、洗浄作業
を行い水質の劣化を防いだ。クリーンルームの陽圧低下現
象が起きたので、外調機のフィルターユニットを交換し陽

圧低下・クリーン度の劣化を防いだ。高圧ガス保安法に基
づき、可燃性ガスボンベの室外保管庫の検討を開始。
　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
設が行われた。また各実験室で窒素ガスの使用もできるよ
うに既存のCE設備（コールドエバポレーター）からの配管
工事が行われた。
　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
（アストロバイオロジーセンター）、ハワイ観測所、太陽関
係（ひので科学、SOLAR-C/CLASP-2）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クリーンルームと開発棟
2号館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て
いる。

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、日本が開発および量産を担当し
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望遠鏡の観測運用が行われ、
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対応を行っている。平成29
年度中は、日本に返送されたBand 4の1台、Band 10の2台の
修理を行いチリ現地へ納品した。
　表2は、これまでの不具合台数とその原因の内訳、平成29
年度に日本で修理を行いチリ現地に納品が完了した修理台
数、修理残台数を示した。Band 4の残り1台は、チリ現地で
アンテナ搭載用の予備品として保管される見込みで、修理
後の出荷を時期的な都合により見送りとした。Band 10の
残り3台は、経年変化として起こった電気素子の劣化と考
えられる不具合が判明しているが、チリ現地でアンテナ搭
載中などの理由により日本に返送されて来ていない。不具
合のある受信機カートリッジの取外しは、クライオスタッ

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 8 4 4 1 1
Band 8 17 14 3 0 0
Band 10 21 6 15 2 3
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トに組み込まれた状態でアンテナに搭載されているため、
現地の運用サイクルに従う必要がある。クライオスタット
がメンテナンスのためにアンテナから降ろされたタイミン
グで、不具合受信機カートリッジは取り外されることとな
る。その後、日本に返送され、詳細な原因調査や修理を進
められる。引き続き、チリ現地のエンジニアと協力して、
定期的な受信機の診断などで状況を監視し、対応策を講じ
つつ保守運用を行っていく。
　初期不良による不具合の対応はほぼ完了したものと思わ
れる。量産期の品質管理により、経年変化による不具合の
発生頻度は現在のところ低く抑えられているものの、経年
変化の今後を予測・判断するには十分な期間を経ていな
い。引き続き、長期的視野に立ち、迅速な対応が行える保
守体制を先端技術センター内に維持することが重要である。

（2）TMT
　平成23（2011）年度より、次世代超大型望遠鏡Thirty Meter 
Telescope（TMT）の第一期観測装置 IRISの撮像系の開発
を行っている。平成29（2017）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、ソフトウェア、電気系などの基本設計、最
終設計フェーズや製造フェーズのコスト見積もりを行い、
9月に審査（Preliminary Design Review 2, PDR-2）を通過し
た。10月からは、最終設計フェーズに進んだ。
　並行して、光学素子と金属パッドの接着強度試験などの
プロトタイプ試験、高精度非球面鏡の測定などを実施した。
　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、3つの新しい装置コンセプトの
比較検討を行うことになり、国立天文台はそのうちの1つ
である、イメージスライサ（スリット幅を狭くするために
天体画像を3つに分割する）を用いた多天体分光装置のコ
ンセプトの検討を主導的に行った。これまでカメラレンズ
システムの概念検討を進めてきたが、平成29年度もこの装
置コンセプトのためのカメラシステムの検討を行った。特
に、先端技術センターでは主要部分である、イメージスラ
イサモジュールを載せたマスクモジュールの交換機構のコ
ンセプト立案やイメージスライサーモジュールの光学設
計・公差解析を行った。

（3）KAGRA
　重力波プロジェクト推進室と共同で、KAGRAの補助光
学系および防振系に関する開発を行っている。
　補助光学系ついては、昨年度に引き続いて、広角散乱バッ
フル（wide-angle baffle, WAB）とその防振装置1台の試作およ
び冷却テスト、狭角散乱バッフル（narrow-angle baffle, NAB）
の防振装置の設計、透過光モニター（transmission monitor 
system, TMS）1台の組立てと設置、TMS用防振装置2台の組
立てを行った。

　WABは、KAGRAのメインミラーからの散乱光を最直
近で吸収するもので、ミラーとともに冷却されるものであ
る。このテストのため、WAB防振装置の試作機をKAGRA
サイトにあるクライオスタット実機へインストールし、3
月には予定通り冷却試験の開始にこぎつけた。TMSは、
KAGRAの2本ある3 km腕の最終端部にそれぞれ1台ずつ設
置される光学装置で、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。その実機1台の組み立てとテストが三鷹で行
われ、平成30（2018）年3月にはKAGRAへ出荷、予定通り
インストールされた。また、TMS防振装置2台の組立てが
大クリーンルームで行われた。
　KAGRA防振系は、干渉計を構築するミラー類を懸架し
て防振するための装置である。この防振系は各々が多段
の防振フィルタ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。今年度
で、ATCが請け負ったVIS関係の大きな作業は、ほぼ完了
した。まず、推進室と協力して、bottom filterの残り2台の
組立てと試験を行い出荷した。Standard filterの残り6台に
ついては神岡に移動し、推進室が作業を担当することにし
た。また、並進・回転機構（traverser）の残り1台について
も組立てと試験を行い、納品を完了した。
　このほか設備利用としては、所蔵の三次元計測器FARO
が神岡でのインストール位置確認作業や、富山大でのメイ
ンミラーへの耳部接合作業の際に用いられた。

4. 先端技術開発

（1）CLASP-2/SUNRISE-3/SOLAR-C
　ATCは、SOLAR-C準備室の太陽観測プロジェクト
（CLASP-2、SUNRISE-3）の開発活動の中で、観測装置の
設計および組立てを支援した。紫外線領域での彩層磁場観
測を目指すCLASP-2では、新規光学系の設計と新規構造の
設計確認を行った。大型気球による彩層磁場観測を目的と
するSUNRISE-3計画では、近赤外線域で動作する偏光分光
装置の詳細な光学設計や装置内の主要な光学素子のホルダ
およびマウントの設計を実施した。装置全体の有限要素モ
デルの構築により、環境条件下での構造強度を確認してい
る。また、使用温度範囲下での構造の熱変形量と熱変形に
よる光学性能の劣化度合いの評価をインハウスで実施した。

（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」は他のプロジェクトや大学等の望遠鏡受信機
の開発や協力を行っている。
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　平成平成28（2016）年に開発されたASTE 望遠鏡に新しく搭
載された3カートリッジデュアおよび受信機の問題解決を
行った。またASTE DESHIMA搭載ミッションに関しては
クライオスタット支持機構およびチョッパーの開発支援を
行った。さらに、名古屋大学、大阪府立大学、関西学院大
学が各々計画している望遠鏡受信機への技術協力や、マッ
クスプランク研究所との委託事業契約によるAPEX望遠鏡
用にALMA Band 8型ミクサ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 の強みを活かす活動であり、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およびBand 2+3受信機
　台湾（ASIAA）によって進められているALMA Band 1 受
信機プロジェクトに対して、チリ観測所と協力して技術的
支援を行った。また、北アメリカ（Band 2+、67–95 GHz）、
ヨーロッパ （Band 2+3、67–116 GHz）によって主導的に進
められているALMA Band 2受信機開発を導波管コンポー
ネントや受信機光学系の設計および測定面から支援した。
両プロジェクトは、平成29（2017）年度PDRを通過した。コン
ポーネント設計に関しては、低損失かつ広帯域な特性を有
する誘電体レンズ、コルゲートホーン、OMTを設計した。

2. 広帯域受信機
　RF広帯域化においては、ALMA Band 7+8帯（275–500 
GHz）受信機の性能実証を目指している。昨年度までの
超広帯域DSBミキサの開発に引き続き、2SBミキサの評
価系構築を完了するとともに、既存のALMA Band 7およ
びBand 8の仕様を満たす2SBミキサの実証に成功した。ま
た、チリ大学との共同研究により、デジタル技術を用いた
サイドバンド分離技術の実験検討を行った。
　IF広帯域化においては、昨年度までに得られた広帯域性
能を有するミキサ‐アンプモジュールの詳細解析を行い、
さらなる広帯域化の可能性を検討した。

3. テラヘルツ受信機
　コルゲートホーンを用いた1.25–1.57 THz受信機光学系
の設計、製作、評価を実施した。測定結果はALMAの厳し
い要求性能を満たすものであり、当周波数帯で得られた光
学系性能としては世界的にも唯一無二の高性能である。

　ALMA Band 10（787–950 GHz）帯のSISミキサに対して、
高臨界電流密度接合を適用した。その結果、量産型に比べ
て広帯域化と低雑音化が確認され、受信機のさらなる高性
能化の見通しを得た。

4. マルチビーム受信機
　二重偏波、サイドバンド分離型マルチビームフロントエ
ンドを非常にコンパクトに平面上に集積可能なマルチビー
ムSIS受信機のコンセプトを確立した。既に、2 mm波長帯
試作機では、雑音温度測定や−20 dB以下の直交偏波度が得
られており、4ビームモデル実証実験を現在進めている。

3）SIS素子開発
　この1年間でNb/AlNx/Nbを基本構造とするSISデバイス
技術はさらに洗練され、臨界電流密度 jc = 10–60 kA cm−2の
高品質SISデバイスが安定的に作製されている。作製プロ
セスにおける優れた信頼性はATCクリーンルームが運営
している成膜、リソグラフィーそしてエッチングのための
高性能な装置群を利用することによって可能となる。
　我々の高 jcミキサ技術をベースとしたSISデバイスは、
アップグレードの一環、あるいは高度な受信機開発のため
に、さまざまなタイプの低雑音受信機に使用されている。
例えば、いくつかのALMA Band 8タイプのカートリッジ
がパートナーであるAPEX望遠鏡（マックスプランク研究
所：ドイツボン）に出荷された。また、790～950 GHz帯に
おいて、超広帯域 IFやRFバンド幅で最高水準の感度性能
も実証した。
　高 JCミクサデバイス開発と並行して、自立薄膜（メンブ
レン）上へのSISミクサデバイス開発を進めている。メン
ブレン技術は平面集積型マルチビーム受信機に必要不可欠
である。既にSOI（Silicon on Insulator）ウエハー上へのメ
ンブレン作製技術を確立している。メンブレン作製プロセ
スにより平面集積回路チップの試作機の作製に成功してお
り、RF特性試験に用いられた。SISミクサチップと比較し
て、この平面集積回路は非常に大きな回路構造を有し、作
製プロセスが複雑である。平面集積回路は我々SISグルー
プに新しい挑戦と将来開発の動機をもたらした。
　プラズマ化学気相蒸着（PE-CVD）装置（PD-200STLT：
サムコ株式会社製）が導入された。PE-CVD装置は、層間
絶縁膜の高い段差被覆性によりSISミクサデバイスの品質
向上が見込まれる。また、PE-CVD装置により成膜された
絶縁膜は超伝導検出器に不可欠な低RF信号損失（への寄
与）が期待される。

（4）HSC
　平成29（2017）年度中に、HSCは130晩望遠鏡に取り付け
られ、およそ半分が戦略枠観測、残りがUH時間、Keck、
Geminiなどの時間交換枠を含む一般共同利用に用いられ
た。この間、フィルター交換機構の動作不良が2件発生し、
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復旧に設計者の浦口氏の応援を得る必要があった。観測時
間を失うなど、運用への影響は軽微ではあったものの、
HSC運用開始から4年が経過し、当初想定していなかった
トラブルも出始めたため、メンテナンス体制の強化が望ま
れる。一方、懸案のCCD故障であるが、今年度は故障素子
数は増加していない。さらに、CCD読み出し速度の向上を
目ざし、実験室で特性を調べながら、読み出しクロックの
短縮を試みた。ゲインを2/3に落とせば5秒程度の短縮が可
能であることが分かったため、HSC実機に適用し、試験観
測を開始した。

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ている。本年度は、以
下の研究成果が得られた。
1）LiteBIRDの低周波望遠鏡Siレンズ用の広帯域反射防止
サブ波長構造の設計
2）MKIDカメラ焦点面検出器の大規模化（37素子→109素子）
3）Siレンズアレイのガラスビーズを用いた反射防止膜
4）野辺山45 m MKIDカメラ（109素子）の光学性能試験
5）MKID読み出し系の最適化

（2）近赤外線検出器開発
　国産による近赤外線イメージセンサーの開発では、大き
く分けて低ノイズ化と小画素大面積化の2つの課題があっ
た。昨年度までに、個別に目処を立てることができた。今
年度からは2つの課題の両立を目指し、より微細なCMOS
製造プロセスを採用してさらなる低ノイズ化を図り、これ
までの可視光データと相補的に用いることができる近赤外
線データの取得が可能な近赤外線検出器の開発を目指す。
今年度は、新しいCMOS製造プロセスを用いた低ノイズ化
の検証に用いる小面積素子の仕様検討を行った。

（3）ミリ波サブミリ波多色連続波カメラ
　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、γ線バースト
（GRB）による初期サブミリ波残光のスペクトル指数を決
定することを目指して、ミリ波サブミリ波多色連続波カメ
ラの開発を東大、北大、UCBerkeley、McGill大と共同で

進めている。昨年度のASTE搭載試験によって得られた非
線型性および入射パワーの新しいキャリブレーション方法
を国際学会および論文で2件発表した。また、焦点面をよ
り効率良く活用するために、チップ上の周波数フィルター
で周波数弁別を行うmultichroic型素子を電磁界シミュレー
ションによって設計し、3色に渡って同時に観測可能な光
学結合方式の決定を行った。
　さらに、香港中文大学と協力してアドオン型偏光計Apol
やオランダと共同で超伝導オンチップ型サブミリ波低分散
分光装置DESHIMA等の連続波受信機の開発プロジェクト
を進めている。特に、DESHIMAをASTE望遠鏡に搭載し
ての試験では、これまでに、多色ミリ波サブミリ波カメ
ラの開発を通して培った経験を最大限に活かして、スケ
ジュール通りのファーストライト、および、ボーナスゴー
ルである分子輝線の検出に成功した。

（4）強度相関型テラヘルツ干渉計の開発
　将来の高解像度テラヘルツ干渉計の実現を目指して、強
度相関型テラヘルツ干渉計の開発を進めている。本年度
は、産業技術総合研究所と協力して製作したSIS素を用い
て1 pAの超低リーク電流を実現し、テラヘルツ光子計数に
必要な検出器感度を実現できる見通しを得た。この成果を
もとに500 GHz帯ツインスロットアンテナを用いたSIS光
子検出器の設計・製作を行った。強度干渉計による開口合
成画像のシミュレーションについて定式化を行い、通常の
振幅干渉計との違いを定量的に示した。本研究開発は、宇
宙航空研究開発機構の搭載機器基礎開発費および科学研究
費補助金の挑戦的萌芽研究により行った。

6. 共同開発研究と施設利用

　平成29年度は、年2回の共同利用公募を行い、共同開発研
究（15件）および施設利用（30件）として受け入れ、先端
技術センターの設備を用いた開発研究が行われた。研究代
表者・研究課題については、「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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16　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29
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29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6名、専門研究職員2名、広報普及員19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日付で堀内貴史広報普及員（普及室）が着
任した。
　平成28年12月1日付で堀内貴史広報普及員が、水沢VLBI
観測所 石垣島天文台へ異動した。平成29年3月1日付で伊
藤博則広報普及員（広報室）、藤村綾子広報普及員（出版
室）が着任した。

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。また、職員の広報スキルアップのた
め著作権セミナー等の外部の研修会へ積極的に参加した。
 
（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。
　岡山天体物理観測所の共同利用終了に伴い、後世にその
成果を残すための特設ウェブサイト「岡山天体物理観測所 
全史」を、岡山天体物理観測所と協力して制作・公開した。
　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30（2018）年3月末現在、日本
語版Twitterアカウントのフォロワー数は160,000を超えた。
Twitter英語版での発信、天文台クイズによるTwitterでの双
方向性、Instagramによる画像を中心とした情報発信も継続
的に行っている。
　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、172号～188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、英語版もあわせて新た
に22本制作した（表2）。制作した動画はおもにYouTubeで
公開している。平成29年度のYouTubeの視聴は、再生時間
1,383,083分、視聴回数385,982回と大幅に増えた。昨年に
引き続き50センチ公開望遠鏡による天体のインターネット
中継を5回実施し、合計で約7,590件の視聴があった。また、
ニコニコ生放送の公式放送に招かれ30,000を超える視聴数
を得た。そのほか、野辺山宇宙電波観測所特別公開の講演
会、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25件であった（昨年度は20件、一
昨年度は27件）（表3・表4）。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、すべてについて和
文・欧文併記での研究発表を行った。＊印では内容解説動
画を内製した。
　例年好評を博している「科学記者のための天文学レク

月 件　数 月 件　数 月 件　数
2017／4 360,945 2017／8 806,200 2017／12 1,094,577
2017／5 429,503 2017／9 490,786 2018／1 1,674,509
2017／6 390,178 2017／10 630,664 2018／2 653,580
2017／7 417,534 2017／11 418,373 2018／3 413,780

合　　　計　　　　7,780,629

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）（2017年4月－2018年3月）．
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表3. ウェブリリースまとめ（＊は内容解説動画を内製）．

2017年4月12日 若い惑星系に残るガスは塵から供給された―炭素原子ガスの検出で分かったガスの起源―

2017年4月28日 小惑星カリクローを取り巻くさざ波の環
―実スケールシミュレーションが初めて描き出す小惑星の環の姿―

2017年5月18日 ひらかれた太陽物理の新しい扉 ～真空紫外線による偏光分光観測～
2017年6月13日 産声から探る巨大赤ちゃん星の成長

2017年6月14日 当時世界最大のミリ波電波望遠鏡の革新的な技術が電波天文学の進歩に大きく貢献
―国立天文台と三菱電機で開発の野辺山45 m電波望遠鏡が「IEEEマイルストーン」に認定―

2017年8月2日 アルマ望遠鏡、遠方銀河団で進む星の少子化の原因をとらえた
2017年8月3日 クジラ銀河には化石がいっぱい
2017年8月8日 地球とは異なる光環境における光合成：系外惑星における生命探査の指標となる波長の新たな予測
2017年8月25日 明らかになった幻の流星群の構造と親天体の活動度～第1次南極地域観測隊の発見から58年ぶりの観測＊
2017年9月5日 天の川銀河で中質量ブラックホール候補の実体を初めて確認
2017年9月29日 ビッグバン直後の超音速ガス流が生んだモンスターブラックホールの種
2017年10月5日 表面での爆発から星の死への旅立ち
2017年10月31日 衛星銀河の合体が超巨大ブラックホールに活を入れる

2017年11月2日 死にゆく星からの恒星風の加速、酸化アルミニウム形成が引き金
―アルマ望遠鏡が明かすケイ酸塩に乏しい質量放出星の謎―

2017年11月6日 スターバースト心臓部で見えてきた熱い“分子の密林”
2017年11月17日 半世紀をこえる観測で初めてわかった！「静かな太陽は変わらない」
2018年1月12日 ブラックホールの自転は電波放射を強めるか
2018年1月25日 FUGINプロジェクト：見えない天の川の大規模探査～天の川の最も詳しい電波地図づくり～
2018年2月6日 観測史上最強の太陽磁場

2018年2月14日 活動的な超巨大ブラックホールを取り巻くガスと塵のドーナツ
―予言されていた回転ガス雲を初めて観測で確認

2018年2月20日 超巨大ブラックホールは銀河進化と無関係？
～アルマ望遠鏡で見えてきた電離ガス流と分子ガスの意外な関係～

2018年2月22日 アマチュア天文家の捉えた超新星爆発は、爆発の瞬間だった！
2018年3月5日 宇宙は原始銀河団であふれている

プロジェクト紹介ビデオ「天文情報センター」 英語版
プロジェクト紹介ビデオ「岡山天体物理観測所」 英語版
プロジェクト紹介ビデオ「ハワイ観測所」 英語版
プロジェクト紹介ビデオ「チリ観測所」 英語版
三鷹キャンパス施設公開来訪者20万人達成＊ 日本語版のみ
プロジェクト紹介ビデオ「太陽観測科学プロジェクト」 日本語版・英語版
エクリプス―日食とは 日本語版・英語版
宇宙の謎に挑む国立天文台－国立天文台紹介－ 日本語字幕版
ほうおう座流星群タイムラプス映像（マーク付き）
プロジェクト紹介ビデオ「重力波プロジェクト推進室」 日本語版・英語版
プロジェクト紹介ビデオ「ハワイ観測所」第二版 日本語版・英語版
皆既月食（2018年1月31日） 日本語版のみ
「すばる」がとらえた宇宙を身近に＊ 日本語版・英語版

HSCビューワを使ってみよう！＊ 日本語版・英語版
常田佐久 国立天文台長 就任の挨拶 日本語版・英語版
4次元デジタル宇宙ビューワー「Mitaka」、宇宙をよりリアルに描く最新版
を公開＊ 日本語版・英語版

表2. 動画制作まとめ（＊は内容解説動画を内製）．
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チャー」は、第24回目を「磁場観測から太陽コロナの謎に
迫る～太陽研究の現状と展望～」と題し平成29（2017）年
7月25日に一橋講堂にて開催、19名（8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、平成
30（2018）年2月4日に国立天文台講演会／第23回アルマ望
遠鏡講演会「冷たい宇宙に挑むアルマ望遠鏡―惑星誕生の
ミステリーに究極技術で迫る―」を開催し265人の参加が
あった。
　国立天文台の研究活動を一般向けに紹介する映像作品
「NAOJトピックス」の続編を日本語版・英語版ともに外注
で制作・公開した。
　ウェブサイト上のコンテンツの利用促進と業務効率化を
目的として、国立天文台ウェブサイトの著作物利用規定を
改定した。
　特設サイト「国立天文台VR」を公開し、三鷹キャンパス
のバーチャルツアーを実現した。
　海外での国立天文台の認知度向上のため、海外のメディ
アや海外の博物館関係者が多く集まる国際会議でブース出
展を行った。具体的には「科学ジャーナリスト世界会議
（WCSJ、平成29（2017）年10月米国サンフランシスコ）」、
「世界科学館サミット（SCWS、平成29（2017）年11月東
京）」、「アメリカ科学振興協会2018年次大会（AAAS、平成
30（2018）年2月米国オースティン）」に出展した。
　総合研究大学院大学からの依頼により、総合研究大学院
大学物理科学研究科天文科学専攻のウェブサイトの英訳を
行った。

（4）新天体関係
　国立天文台に寄せられる新天体通報等の対応を4名（常
勤職員1名、非常勤職員3名）が当番制で担当した。本年度、
新天体担当に寄せられた新天体の発見・確認依頼、その他
の通報は総数18件であった。その内訳は、新星・超新星：
4件、変光星・突発天体：5件、彗星：4件、発光物体：4件、
その他：1件であった。既知の天体やゴーストを新天体と
して通報する例が多い中、平成30（2018）年3月にあった通
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 Canis Majoris 2018の発見として認定され
た。

（5）市民天文学
　国立天文台が公開する観測データを利用し市民が天文学
研究活動の一部を担う事業「市民天文学」を、平成28年度
より推進している。市民天文学は、一般市民と研究者・研
究機関が協働で科学的活動に取り組む「Citizen Science」
事業の一つである。本年度は、平成29（2017）年2月に公
開されたすばる望遠鏡とハイパー・シュプリーム・カム
（HSC）による戦略枠観測プログラム第1期データを利用し
た具体的な市民天文学プログラムを検討した。HSC画像
を簡単に閲覧できるサイトを開発し一般に公開、さらにこ
れを利用して衝突銀河の形態判別を行うプログラムを考案
した。このプログラムや閲覧サイトの機能を検証するため、
教育関係者や天文愛好家などを対象にしたワークショップ
を平成30（2018）年1月8日に開催し、26名が参加した。
　このプログラムは、天文情報センターの主導の下、ハワ
イ観測所、天文データセンターとの連携により進められて
いる。

4. 普及室の活動

（1）施設公開
　平成29年度の三鷹地区施設公開（旧名称：常時公開）に
は21,310人の一般見学者が訪れた。このほか団体見学は一
般団体が111件（4,171人）、総合学習が30件（361人）、視察
その他が5件（108人）で、合計153件（4,640人）あり、の
べ25,950人が三鷹地区施設公開に訪れた。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。音声ガイドの整備を進め、ほぼすべての公
開施設の音声ガイド（日本語版、英語版）の原稿作成、録
音を行った。
　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人・4月～9月：抽選制、10月～3月：
先着順）による実施としている。年間23回実施したところ、
4,772人の参加者であった。このほか団体や視察等で、15件
（794人）の利用があり、のべ5,566人が50センチ公開望遠鏡
での観望を行った。
　4D2Uドームシアターでは、定例公開を毎月4回（第1、2、
3土曜日、第2土曜日の前日）、事前申し込み制で実施した。
年間45回実施したところ、5,097人の参加者であった。定例
公開のうちの5回を台内外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

2017年10月17日 重力波天体が放つ光を初観測：日本の望遠鏡群が捉えた重元素の誕生の現場 
―重力波を追いかけた天文学者たちは宝物を見つけた―

2018年2月27日 超広視野主焦点カメラHSCの初期成果がまとまる

表4. 記者会見まとめ．
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た。団体公開は毎週水曜日と金曜日に実施し、69回で2,007
人の利用者があった。このほか視察等が93件（1,384人）あ
り、のべ8,488人が4D2U立体映像を鑑賞した。
　秋と春に文化財イベントとしてガイドツアー（11月3日、
3月21日・事前申込制）および太陽塔望遠鏡特別公開（11月
4日、5日および3月24日、25日・参加自由）を開催し、1,058
人の参加があった。

（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5320件（表5）、手紙は111件、うち公文書は48件であった。

（3）教育・アウトリーチ活動
「ふれあい天文学」は8年目を迎え、過去最高の85校での実
施となった。参加児童・生徒は7,801人、講師は57名であっ
た。8年間で北は北海道、南は沖縄まで、481校で47,149人
がふれあい天文学を受講した。
　天文現象キャンペーンは、平成29年8月に「夏の夜、流れ
星を数えよう2017」を、12月に「ふたご座流星群を眺めよ
う2017」を、平成30年1月に「皆既月食を観察しよう2018」
を実施した。報告件数はそれぞれ、1,411件、2,569件、2,042
件であった。
「夏休みジュニア天文教室2017」は、三鷹近郊の小・中学生
を対象として、7月31日（月）～8月2日（水）の3日間、一
日ごとに異なるテーマ（望遠鏡工作・立体星図工作・電波
望遠鏡観測体験）で開催した。参加者はのべ138人。天文
学者自らが、子どもたちと触れ合い、またプロジェクトと
連携して製作した教材を使うなど、参加者に天文台ならで
はの体験機会を与えるものとなった。
「三鷹・星と宇宙の日（三鷹地区特別公開）」には運営委員
会の下、事務局等として参加した。メインテーマは「冷た
い宇宙、熱い宇宙」とし、10月13日（金）、14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。13日のプレ公開には303人、14日の本公開
には2,966人、合計3,269人の参加があり、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。

（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29年度の年間入館者数は、38,457人であ
る。普及室では、企画展「もののもと　ぼく・わたしので
きるまで」（平成29年7月～平成30年6月）の監修を行った。
また、開館記念行事、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、受賞作品6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22日（金）～10月22日（日）に「第9回　みたか太
陽系ウォーク」を実施した。三鷹市全域の店舗・公共施設
などの246か所にスタンプが設置された。さらに、18個の
イベント限定スタンプを合わせると過去最多の264個のス
タンプ設置数となった。スタンプ台紙の配布は約20,000部、
景品交換者は3,256人であった。すべてを回った参加者が
380人もおり、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3年目を迎え、平成29年度には7つ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か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29年度の来場者は11,062人で、開所からの来場者、
4万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
　昨年度に引き続き、国立天文台オリジナルグッズを企
画した業者のサポートを継続しているが、今年度は特に、
ジュニア天文教室で開発した教材のパッケージ化商品など、
国立天文台の知財を生かした新しい取り組みがあった。ま
た、すでに設置済みのカプセルトイマシンに加え、絵葉書
などの販売にも対応できるジャンボカードダスマシンを誘

太陽の暦 月の暦 暦 時 太陽系 宇宙 天文 其他 合計
4～6月 134 101 35 7 158 120 97 577 1229
7～9月 127 90 49 5 176 108 103 677 1335

10～12月 163 137 44 8 198 103 89 581 1323
1～3月 157 258 38 5 126 110 97 642 1433

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29年4月－平成30年3月）．
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致した。さらに、三鷹・星と宇宙の日に加え、野辺山電波
観測所の特別公開における販売ブース設置にも協力した。
これらのグッズは、年間総計1,424点が販売された。また、
グッズ製作のノウハウについて情報共有を図るため、台内
の各プロジェクト広報に呼びかけ、国立天文台オリジナル
グッズに関する意見交換会を開催するなど、全台あげての
事業に広がりつつある。

（6）国際活動
　ライデン大学（オランダ）と共催し平成29年9月27－29日
に「Astronomy Museums, Visitor Centres & Public Observatories 
Workshop」を、ライデン大学で開催した。本ワークショッ
プは平成27年9月に国立天文台三鷹で初回が実施された天
文系の博物館、ビジターセンター等の活動に関してのワー
クショップであり、2年毎の実施が予定されている。2回目
の今回は約30名の参加があり、25件の講演やワークショッ
プ等があった。
　IAU/OAD（南アフリカ）およびライデン大学ほかと協力
して、天文教育に関しての国際ガイドライン作成を IAU執
行部およびコミッションC1に提案し、協議を進めている。
　平成30年3月24－28日には、国立天文台と福岡市がホスト
を務めるCAP2018（Communicating Astronomy with the Public 
2018、世界天文コミュニケーション会議2018 in福岡）が開
催され、　福岡市科学館を会場に53か国から446名の参加が
あった。今回の大会テーマは、「Communicating Astronomy 
in Today’s World: Purpose & Methods」であり、招待講演5件、
全体講演24件、ドームセッションを含む分科会講演が141
件、20種類のワークショップを24コマ、さらに IAU100特別
セッション、ポスター発表数は111枚と全体で過去最大規
模の大会となった。

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30年版暦象年表、平成30年版理科年表暦部、平成
31年暦要項（平成30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29年度のアクセス数は約2,500万件であった。

（3）日本カレンダー暦文化振興協会ではこよみ文化ミニ
フォーラム、第7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56回 長久保赤水の業績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/）。

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29年度に来室し
た台外利用者は232人であった。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29年度は、複写と
貸出をあわせて93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。
　平成29年6月1日に、図書館情報システムの更新を行った。
これにより、利用者用蔵書検索ページ（OPAC）の利便性
の向上が図られた。
　10月の三鷹・星と宇宙の日（三鷹地区特別公開）におい
ては、例年どおり、三鷹図書室の公開を行った。平成28年
度に引き続き公開範囲を拡大し、一般向け・低年齢層向け

図1. 暦計算室WEBアクセス件数（年度別PV）．
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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29冊　2016年度
・Annual Report of the National Astronomical Observatory of 

JAPAN Volume 19 Fiscal 2016
・国立天文台報　第19巻
・Publication of the National Astronomical Observatory of 

JAPAN Volume 14
・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. 285～No. 293（平成29年4月号～
平成30年3月号）
・国立天文台カレンダー（通算13号）
・電波天文学広報まんが「アルマーの冒険」（第7回）
・国立天文台広報ポスターシリーズ（第7号・第8号）

　2017年度は、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、校正段階
を経て仕上げ作業が進行中である。電子化事業では、出
版室の電子書籍用ライブラリ公開用webを拡充して、「広
報」「学術広報」「学術」「一般」のカテゴライズによる各
コンテンツの公開準備を整えた。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。とくに国立天文台パンフレットでは、多国語化を進
め、和・英に続いてスペイン語版を制作し、中・韓版の
データも追加して5か国語版の発行準備を整えた。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、「TMT計画を
進める人々Vol.02特集」（4月号）、「同Vol.03特集」（11月号）、
CfCA特集（10月号）、岡山観測所特集（平成30（2018）年
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。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、2018年カレンダー「岡山天体物理観測所」
を制作した（平成17（2005）年から通算13作目）。また、広
報室、CfCA、総研大、台長室、CAP2018等による英語発信
業務に校閲および編集サポートとして参加し、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2018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）

　国際天文学連合（IAU）の国際普及室（OAO: Office for 
Astronomy Outreach）は、重点課題としてNational Outreach 
Contacts（NOCs）（各国のアウトリーチ窓口）との連絡・調
整に取り組んだ。また、各国のNOC活動を円滑にかつ継
続的に発展させるためNOCsに関わる新しい選出方法やガ
イドライン作成に関する協議を開始した。
　平成29年度に、CAPジャーナルの編集・出版事業がヨー
ロッパ南天天文台（ESO）から国立天文台に4年ぶりに戻っ
た。第23号は平成29年2月に発行され、印刷物として海外
を中心に2,700部が配布されたほか、IAUのウェブページか
ら電子版を自由に閲覧可能である。
　国際的な情報提供事業に関しては、平成29年度中に IAU
のソーシャルメディア上に460件の投稿を行い、購読者数
で年間Facebookは23 %、Twitterは22 %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4,600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。ま
た、IAUウェブページの一般向けコンテンツ（Themes）の
作成も担当している。
　OAO活動への国立天文台提案事業として、天文翻訳プ
ラットフォーム（ボランティアによる翻訳作業のネット
ワーク構築）を進めている。登録ボランティアは144名、言
語毎にインドネシア語、ポルトガル語、中国語、スペイン
語、フランス語の5つの作業グループが活動を始めている。
国際会議CAP2018 in 福岡に、OAOコーディネータは科学
組織委員会の議長の一人として運営に参加するとともに、
サブ・コーディネータは、大会事務局副委員長として広報
と集録作成の責任者として関わった（本国際会議の詳細は
ホストとしての役割を担った普及室の項を参照のこと）。
　さらにOAOは、平成29年度中に IAUの今後10年間の戦
略計画2020－2030作成に参加するとともともに、平成31年
に迎える IAU100周年事業の実施主体の1つとして、IAU事
務局やライデン大学に設置された IAU100事務局と協力し
て、IAU100事業の準備を進めている。
　普及室およびNARIT（タイ）および IAU/OADほかと協力
して、平成29年11月29－30日に、マンダレー大学（ミャンマー）
にて、「君もガリレオ！」ワークショップを開催した。
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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29（2017）年4月時点で、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）が属していた。平成29年12月31日をもって、
太陽系外惑星探査プロジェクト室は「宇宙における生命」
を探査し、その謎を解き明かすために発展的解消を遂げ、
自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター（ABC）
となった。そのほとんどの構成員は光赤外研究部への併任
となっている。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29（2017）年度の光赤外研究部（本務）は教授1
名、助教5名、特別研究員4名、日本学術振興会の特別研究
員が3名の構成である。
　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。近年、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、光赤外研究部内での人員移動が活発化しており、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
ウェブサーバー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。 
　光赤外大学間連携ネットワーク（OISTER）は、日本の
大学が国内および海外に持つ口径0.5メートルから2.0メー
トルの小口径望遠鏡を使ってタイムドメイン天文学（Time 
Domain Astronomy）の研究と大学院レベルの天文教育を促
進する事業であり、国立天文台が中心となり運営してい
る。平成29年度は、本事業の最重点目標のひとつである重
力波源（GW170817）の観測に成功した。“You are Galileo!” 
workshopにてOISTERによる“Time Domain Astronomy”研
究について報告した。
　すばる望遠鏡の近赤外線分光撮像装置 IRCSと第二世代
補償光学装置AO188のおかげで得られた高い角度分解能
のデータを用いて、赤方偏移2.5の星形成銀河を空間的に分
解し、その内部構造について研究を行った。補償光学装置
と狭帯域フィルターを組み合わせることで、銀河内部の星
形成領域の構造を描き出すことができた。すばる望遠鏡で
銀河団の中の広がった電離ガスの観測を行った。
　Sloan Digital Sky Survey（SDSS）カタログを用いて、4本の
学術論文が出版された。2本は low-ionization broad absorption 
line quasarsに着目した論文、3本目は radio-loud quasarでは
それに付随するブラックホールが大きなスピン量を持つこ
とを示した論文である。この論文の結果は、国立天文台広
報部の助力によりプレスリリースされた。4本目は超大質
量ブラックホールの質量上限決定メカニズムに関する論文
である。この論文で初めて2×109太陽質量以上のブラック
ホールと radio-loud quasarsの相関が示された。
　銀河核の活動が沈静化した場合のダスト・トーラスの冷
却時間を推定したところ、ほとんどの銀河核において100
年以内にトーラスからの放射が途絶えることが分かった。
可視光望遠鏡GeminiとX線衛星NuSTARを用いて、活動
銀河核の幾何構造と、母銀河スケールに及ぶ電離ガスの広
がりの関係性について研究した。サブミリ／ミリ波干渉計
ALMAとX線衛星 Chandra のデータを組み合わせて、活動
銀河核から出るX線が周りの星間ガスに与える影響につい
て研究した。
　原始惑星系円盤の研究をすばる望遠鏡とALMA望遠鏡
の両方の観測により進めている。ALMAへの観測提案が
承認され、得られたデータの解析を現在行っている。

（2）国際協力観測研究
　海外研究者との国際共同研究も行われている。

17　光赤外研究部
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　西チベットにおいて中国国家天文台と共同で赤外線望遠
鏡建設のサイト調査を継続中である。西チベット全域での
晴天率を、中国気象データを元に推定した。結果は平成29
（2017）年12月の技術シンポジウムで「中国気象衛星データ
から探る西チベットでの天文台サイト探査」として報告さ
れた。
　米国の研究者と超拡散状銀河に関する研究が進行中である。

（3）データアーカイブを用いた研究
　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、これに関する論文を出版した。木曽シュ
ミット乾板のデジタル化事業が継続中で、平成29（2017）
年度末の時点で約7000枚のうち2393枚のデジタル化が終了
した。このデータは国立天文台・天文データアーカイブセ
ンター（ADAC）に収められ、間もなく公開される予定で
ある。
　新約聖書における天文現象記述の検証を、人間文化研究
機構と共同で行っている。このほかの古暦、文献による天
文現象の研究も進行中である。
　近傍銀河外縁部の相互作用の痕跡に関する研究を行って
いる。

3. 観測装置開発

　すばる望遠鏡およびWFIRSTに搭載するコロナグラフマ
スクの検討を行った。
　すばる望遠鏡の Infrared Doppler Instrument（IRD）の開発
を行い、光周波数コムを分光器のドリフト補正光源とした
試験観測を行った。
　宇宙を満たす暗黒物質候補である未知の素粒子アクシオ
ン探査について検討した。アクシオンは磁場中での相互作
用により光子を生成するので、巨大な超電導磁石とレー
ザー干渉計技術は探査の有力な武器である。このような実
験について高エネルギー加速器研究機構（KEK）と共同で
検討を開始した。
　すばる超広視野主焦点カメラ（Hyper Suprime-Cam）の
ゴーストについて解析を進めている。
　法政大学望遠鏡（HOTATE）の観測、精度向上、アーカ
イブ作製の支援を行っている。

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
 
　研究活動の広報として、ウェブサーバーを運用している。
今年度はハードウェア更新を行い、ウェブサーバーとメー
リングリストサーバーが新しくなった。さらにウェブの構
成変更を行い、頑強性を高めた。
　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、事務の新人
の計算機初期設定支援を行っている。

6. 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。
　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。
　大学共同利用機関シンポジウム2017 にて、光赤外研究部
での研究活動の広報を行った。

7. 国際委員会・イベントへの貢献

　東アジア 中核天文台連合（EACOA）と東南アジア天文
学ネットワーク（SEAAN）との交流事業として、11月29
日、30日にマンダレー大学（ミャンマー）において“You 
are Galileo!” workshopを開催した。
　兵庫県立大学と協力し、ベトナム国立天文台（Nha 
Trang）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。

8. 科学会議・ミーティングの主催

　石垣島で開かれたEast Asian Young Astronomers Meeting 
（EAYAM）2017 を共同議長として開催した。
　第8回大学間連携ワークショップ（OISTER workshop）を、
国立天文台（三鷹）で平成29（2017）年12月14－15日に開
催した。

9. 訪問者

　大学間連携事業（OISTER program）参加大学間での研
究交流・教育協力として、研究開発協力のための大学院生
の短期滞在実習プログラムを14件実施した。2018年3月に、
兵庫県立大学の教員2名と国立天文台教員1名がベトナム国
立天文台（Nha Trang）を訪問し、またベトナム国立天文台
の研究員1名が観測実習プログラムのため来日した。
　北京大学カブリ天文・天体物理研究所のXue-bing Wu博
士が天文台を訪れた。ニューヨーク大学ストーニーブルッ
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ク校の幸田仁博士を招き、研究打ち合わせを行った。

10. 教育活動
 
 総合研究大学院大学、東京大学、東京農工大学、日本女子
大学からの院生・研究生20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） 年度から毎日午後に30分程度のゼ
ミを行っており、今年度も年間を通じて継続した。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。
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18　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は、電波天文観測を妨げる人工
電波から天文観測を守り、その活動を通して保護の重要性
を広く周知していくことである。電波天文観測は電波を放
射しない、他の無線通信業務に電波妨害を与えない静かな
存在である。“観測環境保護”に対する理解と協力を得て
いくためには積極的な活動努力が不可欠となる。霞ヶ関の

総務省関連部署や地方の総合通信局にも電波天文の説明の
機会を定期的につくり、保護の重要性をご理解いただいて
いる。
　電波天文と電波を発射する電波応用分野（無線業務）
との利害調整は、国内は総務省が、そして国際的には国
際連合の専門機関である国際電気通信連合無線通信部門
（ITU-R）がその任にあたっている。平成29（2017）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さらに普及する可能
性がある。超高速・多数同時接続・超低遅延を特徴とす
る第5世代携帯電話技術が多くの機器向けに搭載が計画
され産業構造を劇的に変えると推定されている。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
23 GHz帯CATV無線伝送システム（アンモニア観測等に与
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える影響）、21 GHz帯次世代新規衛星放送（水メーザ観測
に与える影響）、1.6 GHz帯衛星携帯電話（パルサー観測等
への影響）、第5世代携帯電話（周波数候補の一つ43.5 GHz
帯が一酸化ケイ素メーザー観測へ影響を与える可能性あ
り）、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。
　平成29（2017）年度はジュネーブで4月、10月に開
催されたWP7D会合に参加した。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、並びに総
務省の許認可にかかわる無線業務者との直接折衝活動、一
般社会への電波干渉の周知活動である。中でも、無線業者
との折衝活動は国内活動の大きな特徴である。
　総務省主催の委員会は、上記国際会合に対応した国内会
議であり、国際会合への日本の対処方針を出す。作業班な
どそれ以外の総務省主催会議は、総務省が政策的に推進す
る電波応用の技術審議会あるいは総務省が許認可にかかわ
る無線業務者との折衝の場である。電波天文観測保護に直
接的な影響を与える ＂折衝” は、社会・技術動向に関連し
た干渉問題に対応し、同時進行的に行われてきた。
　以下に、前出項目（2）現状の課題、の内いくつか干渉問
題の例をあげる。

　平成27（2015）年11月に開催されたWRC-15では、77.5–

78 GHz帯周波数帯が、主に車載レーダの使用を想定し
た無線標定業務に対し新たに割り当てられた。これで
76–81 GHz帯全域が無線標定業務向けとなり76 GHz帯、
79 GHz帯高分解能車載レーダは今後の普及が予想される。
その干渉妨害として、暗黒星雲の重水素を含む分子輝線観
測を目指す野辺山宇宙電波観測所45 m電波望遠鏡への影
響が懸念されている。国内に於ける45 m鏡の観測は、南
米チリの標高5000 mに66台の高性能望遠鏡で展開する＂国
際プロジェクトALMA”との関連でも重要である。一方で、
車載レーダは人命の安全に深く係ってくることから、これ
まで相互の合意が得られるよう慎重な折衝に努めてきた。
　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
た。平成29（2017）年12月打ち上げの試験衛星からの電波
を計測した結果、このフィルターによる十分な干渉防止効
果が確認された。
　60 GHz帯は大気減衰が大きく、電波天文観測は行われて
いない。しかし近い将来の60 GHz帯無線システムの市販
量産品数の増大は無線システムの2次高調波が115 GHz帯
CO観測に与える影響に注意が必要である。
　米国イリジウム社衛星の更新計画に応じ1.6 GHz帯信号
の不要放射による電波天文帯（OHメーザー観測）への干
渉リスク低減に向けた協議が開始され、干渉リスク推定や
干渉緩和方策に関する議論が行われている。
　世界無線通信会議（WRC）は次世代携帯電話向け周波数
の決定を2019年に予定している。総務省は電波天文小委員
会を含む電波業務会社・組織が参加する共用検討会を組織
し、電波天文小委員会委員はWRC-19議題が示す11の候補
周波数帯に関する共用検討報告書作成において積極的に貢
献した。
　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
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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19　太陽天体プラズマ研究部

　太陽天体ブラズマ研究部は、太陽観測科学プロジェクトお
よび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。
　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おり、またそのデータを公開
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1編の筆頭著者論文
を発表した。この研究では、フレアを生じやすい太陽活動領
域についてMHDシミュレーションによる再現を行い、太陽
表面下の磁場構造が太陽表面上に高い磁気エネルギーを保持
する活動領域を形成する様子を明らかにした。また、太陽フ
レアの時間変化と磁場構造に関するシミュレーション研究や
18世紀日本の黒点スケッチに関する研究など、3編の共著論
文を発表した。今年度はロシア科学アカデミーシベリア支
部・太陽地球系物理学研究所のValery Pipin博士を外国人客員
教授として招聘し、太陽恒星ダイナモや恒星黒点に関する共
同研究を実施した。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29（2017）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、東大・1名であった。そ
のうち八田良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周る「太陽研究最前線
体験ツアー」を3月に実施、9名が参加した。

3. 国際協力

　米国がハワイ・ハレアカラ山に建設中の口径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について、Letter of Intentを送付
して状況を注視している。地上観測に関する将来計画につい
ても検討を開始しており、特に東アジア地域やペルーとの国
際協力を視野に入れている。
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20　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29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
を積極的に受け入れ、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29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4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1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、片岡

章雅助教は12月から新たに赴任し、大須賀健助教と田中雅
臣助教は年度末にそれぞれ筑波大学教授、東北大学准教授
として転出した。

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。

欧文論文（査読あり）：117
欧文論文（研究会集録、査読なし等）：10
欧文報告（国際会議講演）：50（うち招待講演21）
和文報告（学会発表等）：34

　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。

・ 強磁場中性子星への超臨界降着の一般相対論的輻射磁気
流体シミュレーション（高橋博之、大須賀健）

・ ブラックホール降着円盤風と広輝線放射雲の衝突によっ
て活動銀河核中心に現れる非常に明るい突発天体（守屋
尭、田中雅臣、大須賀健、他）

・ ビッグバン元素合成と現代宇宙論（梶野敏貴、他）
・ ビッグバン・リチウム問題とエキゾチック素粒子の初期
宇宙での元素合成への効果（梶野敏貴、他）

・ 光子冷却、X粒子、および原初磁場を考慮した新複合
BBNモデル（梶野敏貴、他）

・ 超新星ニュートリノによる宇宙空間での左手系アミノ酸
生成プロセス（SNAAP）モデルの提案（梶野敏貴、他）

・ 星間物質中でのアミノ酸カイラリティーの起源（梶野敏
貴、他）

・ 13C+9Be反応をニュートリノ源として用いた短基線
ニュートリノ振動実験の提案（梶野敏貴、他）

　また、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。

・ アマチュア天文家の捉えた超新星爆発は、爆発の瞬間
だった！（田中雅臣、守屋尭、他）

・標準理論をくつがえす新種の超新星を発見（守屋尭、他）
・ 重力波天体が放つ光を初観測―日本の望遠鏡群が捉えた
重元素の誕生の現場―（田中雅臣、他）

・ 表面での爆発から星の死への旅立ち（田中雅臣、他）
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・ ニュートリノ集団振動の vpプロセス元素合成への影響
（佐々木宏和、梶野敏貴、他）
・ 矮小銀河における元素の混合効率（平居悠 、梶野敏貴、他）
・ 原始惑星系円盤HL TauのALMA偏光観測（片岡章雅、他）
・ 小惑星カリクローを取り巻くさざ波の環  ― 実スケールシ
ミュレーションが初めて描き出す小惑星の環の姿 ―（小
久保英一郎、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。

・ 「星形成と銀河構造における磁場の役割」（平成29（2017）
年12月20日～平成29（2017）年12月22日、鹿児島大学理学
部）。本研究会では、円盤から銀河スケールまで、磁場の
果たす役割について広く議論し、偏波観測等で新たに得ら
れつつある広いスケールの磁場構造の物理的実相に迫る
ことを目的とした。（参加人数、45名）

・ 「第7回DTAシンポジウム：中性子星の観測と理論」（平成
29（2017）年12月22日～平成29（2017）年12月24日、国立天
文台三鷹キャンパス）。本研究会では、中性子星の観測や
理論の（特に若手の）研究者の間で議論や交流を活発化し、
互いのニーズとシーズを整理していくことで、新たな観
測データからサイエンスを出して行く下地作りを目的と
した。平成29（2017）年はパルサー発見から50周年の節目
にあたり、米国のNICER（Neutron star Interior Composition 
Explorer）は無事打ち上げられ、2020年代前半にはX線偏光
観測衛星等が打ち上がる可能性が大きくなってきた。特
に本研究会では、結果まで至っていない内容でも交流を進
め、議論を重視した研究会を目指した。（参加人数、67名）

・ 「第30回理論懇シンポジウム：星の物理の新地平」（平成29
（2017）年12月25日～平成29（2017）年12月27日、東京大
学本郷キャンパス）。本シンポジウムでは , 分子雲での星
の形成からはじまり、 進化の最期に残る高密度星までの , 
幅広い意味での星の物理の最先端の研究を網羅的に扱い、 
理論天文学宇宙物理学を「星」という切り口から俯瞰する。
（参加人数、182名）

　梶野敏貴は、宇宙核物理連絡協議会代表を務め、宇宙核物
理学関連の国際会議および国内会議の企画・運営や、我が国
の天文学・宇宙物理学・原子核物理学等関連分野の研究連携
強化に貢献した。

5. 国際研究協力

　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。
　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。

　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。

・ 「The 14th International Symposium on Origin of Matter and 
Evolution of Galaxies」（平成29（2017）年6月26日～平成29
（2017）年6月29日、韓国基礎物理学研究所）1990年以来ほ
ぼ隔年で開催してきた第14回の国際会議で、宇宙・銀河の
進化と元素の起源について議論した。（参加人数、110名）

・ 「Cosmic Dust X」（平成29（2017）年8月14日～平成29（2017）
年8月18日、国立天文台三鷹キャンパス）。本国際会議は宇
宙の至る所に存在する固体微粒子（ダスト）をキーワード
に、多岐にわたる関連分野からの研究者が集う国際研究集
会であり、特定の分野・研究手法に特化し議論する従来の
研究会とは趣旨を異にし、宇宙初期から惑星系形成までの
ダスト進化・物理過程、さらには分子・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網して議論
した。各分野の最新成果や研究情勢、専門知識を共有する
ことにより、宇宙における物質進化の全体的な描像を明ら
かにするとともに、異なる分野の研究者を有機的に繋げる
場を提供することを目指した。（参加人数、55名）

・「Stellar Evolution, Supernova and Nucleosynthesis Across 
Cosmic Time」（平成29（2017）年9月19日～平成29（2017）
年9月29日、東京大学 Kavli IPMU）。恒星進化、超新星爆
発、宇宙の化学進化について最新の結果を俯瞰するととも
に、総合的な議論を行った。（参加人数、56名）

・ 「East-Asia AGN Workshop 2017」（平成29（2017）年12月4
日～平成29（2017）年12月6日、鹿児島大学稲盛会館）。シ
リーズ第5回目の国際ワークショップであり、アジア各国
の研究者の結束を目指して開催され、AGN/SMBHについ
て議論した。（参加人数、107名）

・ 「International Workshop on Impact of Exotic Nuclear Structure 
on Explosive Nucleosynthesis」（平成29（2017）年11月22日
～平成29（2017）年11月24日、中国北京航空航天大学）。宇
宙における爆発的天体現象と原子核、特に放射性元素の役
割について議論した。（参加人数、59名）
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・ 「WFIRST-Subaru Synergistic Observations Workshop」（平成
29（2017）年12月18日～平成29（2017）年12月20日、国
立天文台三鷹キャンパス）。すばる望遠鏡とNASAの次
期宇宙望遠鏡であるWFIRSTのシナジー観測の可能性
について議論を行った。（参加人数、88名）

・ 「GWASNe2018」（平成30（2018）年1月29日～平成30
（2018）年1月31日、国立天文台三鷹キャンパス）。超新
星爆発から生じる重力波について、最新の理論、データ
解析、装置開発の現状をまとめ、将来の方向性を議論し
た。（参加人数、44名）

・ 「第8回DTAシンポジウム：Challenge to super-Earths and their 
atmospheres」（平成30（2018）年3月6日～平成30（2018）
年3月8日、国立天文台三鷹キャンパス）。太陽系外惑星の一
分類であり、これまでに観測された系外惑星の多くを占
める「スーパーアース」とその大気について、基礎から
最新までをカバーした研究発表により、参加者の理解を
深めることを主な目的に開催した。（参加人数、41名）

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、
高校での講演題目は以下の通りである。

・ 小久保英一郎：東京大学「惑星地球科学 I」、東京都立日
比谷高等学校「宇宙の中の地球」（スーパーサイエンス
ハイスクール特別講演）

・ 吉田春夫：電気通信大学「力学の解ける問題と解けない
問題」（UECパスポートセミナー講演）

・滝脇知也：千葉大学「計算物理学特別講義 III」
・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」

7. 広報普及活動

　理論研究部の構成員は、一般向けの講演会を通して広報
普及活動に寄与している。本年度の一般講演は以下の通り
である。

・小久保英一郎：「カッシーニの見た土星 美しい環の世界」
（朝日カルチャーセンター横浜教室・中之島教室）、「新
太陽系紀行2017」（池袋コミュニティ・カレッジ）、「星
くずから地球へ」（宇宙・天文EXPO特別講演会）

・滝脇知也：「理論の望遠鏡、スパコンで見る超新星爆発」
（三鷹ネットワーク大学）、「スパコンで知る超新星の仕

組み」（朝日カルチャーセンター湘南）
・ 守屋 尭：「元素の起源」（朝日カルチャーセンター横浜教室）
・ 梶野敏貴：「ノーベル賞と最新宇宙研究：宇宙のはじまりと宇
宙背景放射の発見」（朝日カルチャーセンター横浜教室）

8. 受賞等

　田中雅臣助教が、平成29（2017）年秋季台湾国立中央
大学・デルタ電子若手天文学者賞（NCU-DELTA Young 
Astronomer Lectureship Award、平成29（2017）年10月18
日）を受賞した。梶野敏貴准教授が、中国政府より世界
千人学者（One Thousand Talents Plan, Foreign Expert、平成
29（2017）年4月15日）、および国家特聘名誉学者（State 
Specially Recruited Expert、平成30（2018）年1月1日）の名
誉称号を授与された。

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。

BALANTEKIN, Akif B.（ウィスコンシン大学、米国）
BAUER, Franz（カトリック大学、チリ）
CAI, Maxwell（ライデン大学、オランダ）
CASELLI, Paola（マックスプランク研究所、ドイツ）
CHAU, Ching Chong（中央研究所、台湾）
CHEOUN, Myung-Ki（ソンシル大学、韓国）
DELIDUMAN, Cemsinan（ミマールサイナン工芸大学、ト
ルコ共和国）
FAMIANO, Michael A.（西ミシガン大学、米国）
GAO, Weijia（北京師範大学、中国）
HASAGAWA Yasuhiro（NASAジェット推進研究所、米国）
LAMBRECHTS, Michiel（ルント大学、スエーデン）
LIM, Wanggi（フロリダ大学、米国）
MATTHEW, Kenworthy（ライデン大学、オランダ）
MATHEWS, Grant J.（ノートルダム大学、米国）
MAZZALI, Paolo（リバプール・ジョン・ムーア大学、英国）
NORMAN, Colin Arthur（ジョンズ・ホプキンス大学、米国）
PEHLIVAN, Yamac（ミマールサイナン工芸大学、トルコ共
和国）
PENZLIN, Anna（ハイデルベルグ大学、ドイツ）
PIAN, Elena（国立天体物理研究所、イタリア）
RICHMOND, Michael （ロチェスター工科大学、米国）
TAN, Jonathan（フロリダ大学、米国）
VOROBIEV, Eduard（ウィーン工科大学、オーストリア）
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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、安全保障貿易管理や、協定書等の
法務チェックを含む国際協力プロジェクト支援、国際研究
集会・研修・セミナー等の開催支援、海外での国際学会な
どにブースを出展して、国立天文台の認知度を上げる活動、
外国人研究者・学生の受け入れ支援などを行っている。 平
成29（2017）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

　国際協定および覚書の締結に関する法的チェックや事務、
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29（2017）年
度は、自然科学研究機構名義を含め新規・更新合わせて19
件の国際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150案件、293品目を取り扱った。今年度は国立天
文台として11年ぶりになる個別輸出許可案件があり、同案
件は米国再輸出規制（EAR）対象ともなったが、無事に手
続きを終えて許可を取得できた。
　6月（参加者39名）と7月には三鷹（48名）で、同じく7月
にはハワイ（6名）で安全保障貿易管理に関する説明会を
実施し、さらに3月には三鷹で外国人スタッフ向けに英語
での説明会を開催して（6名）、職員の知識と意識の向上を
図った。1月には機構主催のCISTECによる説明会も開かれ、
説明会参加者総数は延べ150名に達した。

2. 海外の天文学研究組織との交流窓口

　平成29（2017）年7月24－29日にハワイ島で開かれた
JCMT 中間Reviewの際に開催された、EAOの財務委員会
に委員として参加し、EAO/JCMTの健全な運営のために意
見交換を行った。平成29（2017）年11月13－17日に石垣島
で開かれた東アジア若手天文学者会議（East Asian Young 
Astronomers Meeting: EAYAM）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（EACOA:East Asian Core Observatories Association）と
東アジア天文台（EAO:East Asian Observatory）による博士号
取得後のフェローシップ事業の平成30（2018）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。

　7月3日－7日に台北で開かれた IAU アジア太平洋地域会
議（APRIM2017）と1月7日－14日にワシントンD.C.で開催
されたAAS（アメリカ天文学会）の年会にブースを出展し、
国立天文台のプロジェクトや研究成果を紹介した。AAS
には初めての出展だったが、大変手ごたえがあったと感じ
ており、しばらくは続けて出展することにしたい。
　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。具体的には3月23日から29日にかけて福岡
市で開催されたCAP2018をLOCメンバーとして支援した。
　引き続き、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. 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な手続き支援や
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。
　体制強化のために、10月以降、スタッフ二人、それぞれ
週3日ずつの勤務として、二人勤務の木曜日に国際連携室
スタッフとの定期打ち合わせを実施してスムースな案件の
引継ぎと課題の共有化を図っている。初歩的な日本語の習
得を目的とした日本語教室は、平成29（2017）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。
　引き続き、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（2017）年度翻訳件数は112件）、外国人が事
務手続きを行うにあたっての障壁を低くする活動を推進した。
 
4. 国内研究機関との国際交流に関する連携

　岡山天体物理観測所、および石垣島天文台と国内9大学
の連携により行われている「大学間連携による光・赤外線
天文学研究教育拠点のネットワーク構築－最先端天文学課
題の解決に向けた大学間連携共同研究－」事業は平成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、事務局として、事務を支援した。 
　また、台長特別補佐を中心とした機構のネットワーク型
研究加速事業のアジア中核天文台構想について事務的支援
を行った。

21　国際連携室


