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Ⅱ−2−a−1

次期 X線天文衛星「NeXT」の検討

教 授 井上 一 客員助教授 林田 清 青山大・理工 吉田篤正

教 授 長 文昭 主任研究員 澤井秀次郎 青山大・理工 山岡和貴

教 授 國枝秀世 助 手 藤本龍一 埼玉大・理 田代 信

教 授 満田和久 助 手 上田佳宏 理 研 三原建弘

教 授 高橋忠幸 助 手 尾崎正伸 理 研 寺田幸功

教 授 田島道夫 助 手 前田良知 名大・理 田原 譲

教 授 山本善一 助 手 中澤知洋 名大・理 小賀坂康志

客員教授 村上敏夫 助 手 田村隆幸 名大・理 田村啓輔

助教授 堂谷忠靖 金沢大・理 米徳大輔 名大・理 古澤彰浩

助教授 山崎典子 東大・理 牧島一夫 京大・理 小山勝二

助教授 橋本樹明 東大・理 国分紀秀 京大・理 鶴 剛

助教授 廣 和之 都立大・理 大橋隆哉 京大・理 松本浩典

助教授 峯杉賢治 都立大・理 石田 学 阪大・理 常深 博

助教授 水野貴秀 都立大・理 石崎欣尚 阪大・理 宮田恵美

助教授 山田隆弘 東工大・理工 河合誠之 広大・理 深沢泰司

助教授 曽根理嗣 東工大・理工 片岡 淳 愛媛大・理 粟木久光

助教授 戸田知朗 立教大・理 北本俊二 他「NeXT」チーム

次期 X線天文衛星「NeXT」は，１０キロ電子ボルト以上の硬 X線領域で初の撮像分光観測を行なうとともに，軟

X線領域での観測性能をも飛躍的に向上させる X線衛星である．従来，宇宙の高エネルギー現象の解明は軟 X線

での観測を中心に進められてきた．しかし，「あすか」等を用いた研究から，粒子加速などの非熱的過程が宇宙の

高エネルギー現象解明の鍵を握っていることが，近年明らかになってきた．非熱的現象という，全く新しい視点か

ら宇宙を探るのが「NeXT」である．この目的のため，（１）８０キロ電子ボルト近くの硬 X線まで集光可能なスーパー

ミラー，（２）１２mの焦点距離を実現する伸展式光学ベンチ，（３）軟 X線から硬 X線までの撮像分光が可能なハイ

ブリッドカメラ，（４）軟 X線領域で精密分光を行う撮像型マイクロカロリメータ，（５）数十キロ電子ボルト以上

で高精度の観測を行なう軟ガンマ線検出器，を搭載する予定である．２００４年度は，（１）１／２スケールの伸展式光学

ベンチの試作とその評価，（２）大型テルル化カドミウムイメージャの開発と動作実証，（３）２５６素子 TES型マイク

ロカロリメータアレイの試作と超伝導量子干渉素子（SQUID）を用いた交流バイアス方式による多重読み出しの

開発，（５）コンプトンガンマ線カメラの動作実証，（６）透過型 CCDの開発と焦点面アセンブリの試作，（６）機械

式冷凍機の長寿命化のための開発，などの基礎研究・開発を行った．また，マージン確保のために衛星全体の設計

を見直し，M−Vロケットでの打ち上げを想定した時に，重量で約１０％のマージンが確保できるようにした．

Ⅱ−2−a−2

「あすか」アーカイブの整備

助教授 堂谷忠靖 都立大・理 石田 学 NASAゴダード宇宙飛行センター

助 手 上田佳宏 都立大・理 石崎欣尚

「あすか」は日米共同による衛星ミッションで，そのアーカイブの整備も日米共同で行っている．２００４年度は，

「あすか」搭載の X線反射鏡とその焦点面検出器（X線 CCDカメラと位置検出型蛍光比例計数管）の最終較正作
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業を行い，較正データの整備をほぼ終了させた．また，全アーカイブデータを最終較正データで再処理すべく，そ

の準備作業を行った．

Ⅱ−2−a−3

ガンマ線バースト観測衛星「Swift」の開発

教 授 高橋忠幸 大学院学生 三谷烈史 東大・理 岡田 祐

助 手 中澤知洋 埼玉大・理 田代 信 東大・理 高橋弘充

大学院学生 佐藤悟朗 埼玉大・理 鈴木雅也 他「Swift」チーム

「Swift」は，広い国際協力によって開発が行われているガンマ線バースト観測衛星である．ガンマ線バースト

の発生位置をいち早く検出し，６０秒以内に衛星をその方向に向けて，その位置を X線や紫外線の望遠鏡を用いて

０．３秒角の精度で求めるとともにバースト後の減光現象を多波長で探ることを目的としている．われわれは，埼玉

大学，東京大学とともに２００１年よりこのプロジェクトに参加し，「Swift」の鍵となりバースト位置を測定しトリ

ガーを発生するための BATガンマ線イメージング検出器の開発に参加している．われわれが持つテルル化カドミ

ウム（CdTe）およびテルル化カドミウム亜鉛（CdZnTe）半導体検出器の技術の蓄積を生かし，BATの３万個以上

もの CdZnTe検出器のキャリブレーションを NASAゴダード宇宙飛行センターのグループと共同で行うと同時

に，検出器の応答関数の構築，モンテカルロ計算コードの開発をおこなった．応答関数を求めるためのアルゴリズ

ム等は，われわれが独自に考案したものである．「Swift」は２００４年１１月に打ち上げられ，順調に観測を続けている．

軌道上でのキャリブレーションも進み，かに星雲のスペクトルが正しく再現される事が確かめられ，これまでに行

なってきた検出器のモデル化の正当性が証明された．

Ⅱ−2−a−4

多層膜反射鏡の開発

教 授 國枝秀世 大学院学生 伊藤昭治 都立大・理 石田 学

助 手 前田良知 大学院学生 井上裕彦 都立大・理 早川 彰

特別共同研究員 伊藤 啓 大学院学生 岡田俊策 都立大・理 大熊 哲

大学院学生 森 英之 大学院学生 榎原匡俊 中央大・理 横山裕士

大学院学生 飯塚 亮 大学院学生 伊藤由美

２１世紀の X線天文学の発展の方向の一つは，１０キロ電子ボルト以上の硬 X線領域での撮像観測であり，これに

より大幅な感度の向上と空間情報の取得を硬 X線領域で達成することである．「あすか」，「ASTRO−E」の高効率

X線望遠鏡をベースにしながら，多層膜スーパーミラーを成膜して硬 X線の反射を可能にするのが我々の戦略で

あり，「ASTRO−EⅡ」に続く「NeXT」の主検出システムにこれを想定している．開発の第一のポイントである「多

層膜の界面粗さを減らし，反射率を高める」ことが本研究の目的である．２００４年度は，白金／炭素（Pt／C）多層膜

の成膜の物理を理解し，反射率を高めるための研究を行った．それにより，残留アルゴンによる散乱の影響，白金・

炭素それぞれの膜厚の限界などが明らかになった．界面粗さとしては，現在得られる限界に近い０．２４nmが達成で

きた．

Ⅱ−2−a−5

多重薄板 X線望遠鏡の結像性能向上の研究

教 授 國枝秀世 大学院学生 伊藤昭治 都立大・理 石田 学

助 手 前田良知 大学院学生 井上裕彦 都立大・理 早川 彰

特別共同研究員 伊藤 啓 大学院学生 岡田俊策 都立大・理 大熊 哲

大学院学生 森 英之 大学院学生 榎原匡俊 中央大・理 横山裕士

大学院学生 飯塚 亮 大学院学生 伊藤由美

前項で述べた様に，高効率 X線望遠鏡を実現するには多重薄板望遠鏡が基本となる．その開発のポイントは，
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（１）反射鏡の形状，（２）位置決め精度，の両方の改良により空間分解能を高めることにある．現状の「ASTRO−E

Ⅱ」のフライト品の基板は，単体では HPD５０秒角相当の結像性能を持っていることが分かったので，これを１００％

活かすために，位置決め方法の改良を行った．特に，２段の反射鏡を上下４点で保持する構造を一体化することに

よって，調整の誤差を原理的に無くす方式を進めた．その結果，全体で１．３分角，半分程度の部分では１．１分角の結

像性能が得られた．今後の課題は，一体構造を持つ保持「プレート」を精度良く組み込む方式を確立すること，更

に，溝の中の基板の位置を固定することにより，目標の５０秒角を目指す．

Ⅱ−2−a−6

マイクロマシン技術を応用した X線マイクロカロリメータアレイの開発

教 授 満田和久 大学院学生 吉野友崇 早大・理工 庄子習一

助教授 山崎典子 都立大・理 大橋隆哉 早大・理工 逢坂哲彌

助 手 藤本龍一 都立大・理 石崎欣尚 早大・理工 本間敬之

特別研究員 江副祐一郎 都立大・理 大島 泰 早大・理工 泉 俊光

大学院学生 竹井 洋 都立大・理 森田うめ代 早大・理工 高橋徳行

大学院学生 二元和朗 都立大・理 佐藤浩介 早大・理工 大塚真一郎

大学院学生 吉田清典 都立大・理 篠崎慶亮 早大・理工 佐藤裕崇

大学院学生 土屋彰広 都立大・理 山川善之 早大・理工 小林秀臣

大学院学生 益居健介 都立大・理 藤森玉行 早大・理工 美濃浦優一

X線の精密撮像分光は，高温ガスの存在やその動きを高感度に測定する極めてユニークな方法であり，宇宙の大

規模構造の形成を理解する上で重要な観測である．現在開発を進めている「ASTRO−EⅡ」には，世界で初めて X

線マイクロカロリメータを搭載し，５．９キロ電子ボルトの X線に対してエネルギー分解能６－７電子ボルトを実現

する．われわれはさらにその先の X線天文衛星に搭載することを目指して，「ASTRO−EⅡ」の XRSを上回る数電

子ボルトのエネルギー分解能と，１０００画素程度の優れた撮像性能を持つ新しい X線マイクロカロリメータアレイ

の開発を進めている．我々が開発研究をすすめているマイクロカロリメータは TES型と呼ばれ，超伝導薄膜の抵

抗の超伝導遷移端温度での急激な変化を温度計として利用する．これまでに，X線吸収体のない素子で５．９キロ電

子ボルトの X線に対して，半値幅６．３電子ボルトのエネルギー分解能を，開口効率の高いマッシュルーム型吸収体

を持つ素子で２０電子ボルトの分解能を達成している．２００４年度は X線吸収体の物性評価と X線応答の比較検討，

および１６×１６アレイの試作を行った．X線吸収体の物性評価に基づく検討の結果，面積の大きな X線吸収体にお

ける問題点が明らかになった．今後は，この結果にもとづいてエネルギー分解能の改善をすすめる．

Ⅱ−2−a−7

TES型 X線マイクロカロリメータアレイの信号多重化の研究

教 授 満田和久 大学院学生 吉田清典 都立大・理 大島 泰

助教授 山崎典子 大学院学生 土屋彰広 都立大・理 森田うめ代

助 手 藤本龍一 大学院学生 益居健介 SIINT 中山 哲

特別研究員 江副祐一郎 大学院学生 吉野友崇 SIINT 田中啓一

大学院学生 竹井 洋 都立大・理 大橋隆哉

大学院学生 二元和朗 都立大・理 石崎欣尚

X線マイクロカロリメータは絶対温度１００ミリ度の極低温で動作するため，数１００あるいは１０００画素のアレイから

の信号を独立に室温まで取り出すことは困難である．そのため，複数の画素からの信号を，信号の独立性を保ち，

かつ，雑音を加算することなく単一のチャンネルに足し合わせる（あるいは多重化する）ことが必要になる．我々

は，マイクロカロリメータからの信号に振幅変調を加える方法を世界に先駆けて提案し，それを実現するための研

究をすすめている．今年度は，８画素分の信号多重化に必要な信号帯域幅１メガヘルツを低雑音で達成する

SQUID（超伝導量子干渉素子）駆動回路の設計と開発を行い，これまでに目標の半分の５００キロヘルツの帯域を達
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成した．これと並行して，８つの信号を多重化するための新しい８入力型 SQUIDの設計と試作をすすめ，４通り

の異なる設計に基づく試作素子が完成し，現在評価をすすめている．

Ⅱ−2−a−8

TES型 X線マイクロカロリメータの地上実験への応用

教 授 満田和久 都立大・理 大島 泰 都立大・理 藤森玉行

助教授 山崎典子 都立大・理 森田うめ代 産業技術総合研究所 八木康之

助 手 藤本龍一 都立大・理 佐藤浩介 東京理科大 中井 泉

都立大・理 大橋隆哉 都立大・理 篠崎慶亮 SIINT 田中啓一

都立大・理 石崎欣尚 都立大・理 山川善之

我々の製作している TES型マイクロカロリメータは，宇宙観測だけでなく様々な地上物理実験への応用も期待

される．地上応用の検討と予備的な実験を行った．考えられる地上実験の一つは，地上プラズマの診断を目的とす

る TES型カロリメータによるプラズマからの X線放射の分光である．産業技術総合研究所（産総研）の逆ピンチ

プラズマグループと協力して，産総研のプラズマ装置に TESマイクロカロリメータを接続し測定を行った．これ

までのところ，プラズマ生成時に発生する磁場の遮蔽が十分でないために，本来のエネルギー分解能は得られてい

ないが，プラズマの温度分布や不純物濃度に関する有益な情報が得られている．また，X線による物性測定の検討

もすすめており，そのための予備的実験も行った．

Ⅱ−2−a−9

X線マグネティックカロリメータの開発

助教授 山崎典子 都立大・理 大島 泰 都立大・理 佐藤浩介

大学院学生 土屋彰広 都立大・理 石崎欣尚

新たな高エネルギー分解能検出器として，磁性体内でのスピン変化を温度計として用いる，マグネティックカロ

リメータ開発実験を行なっている．２００４年度は，動作環境としての断熱消磁冷凍機の環境整備，マグネティックカ

ロリメータ用に特化した，超伝導量子干渉素子（DC−SQUID）の設計，製作を行った．素子としては，金に微量の

エルビウムを熔融した物を製作しているが，より高温かつアルゴン雰囲気下での溶融ができるように装置を改良

し，rf−SQUIDによる磁化測定や，SQUID顕微鏡，電子顕微鏡による観察を併用して，より均一な濃度の素子製作

を進めている．

Ⅱ−2−a−10

次世代宇宙 X線検出器用断熱磁気冷凍機の開発

教 授 満田和久 大学院学生 竹井 洋 大学院学生 益居健介

助教授 山崎典子 大学院学生 二元和朗 大学院学生 吉野友崇

助 手 藤本龍一 大学院学生 吉田清典

特別研究員 江副祐一郎 大学院学生 土屋彰広

TES型マイクロカロリメータは，熱浴の温度として「ASTRO−EⅡ」搭載 XRSよりも低い絶対温度５０ミリ度以下

の温度を必要としている．我々は，この温度を念頭に，次世代宇宙 X線検出器用の断熱消磁冷凍機を用いた宇宙

用冷凍機システムの開発研究を行っている．２００４年度は，これまでに試作した断熱消磁冷凍機を用いて，SQUID

の高周波読み出し実験をすすめるとともに，機械式冷凍機を用いた予冷系を含む衛星搭載用システムの設計検討を

すすめた．
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Ⅱ−2−a−11

次世代 X線 CCDカメラの開発

助教授 堂谷忠靖 大学院学生 穴吹直久 大学院学生 狐塚正樹

助 手 尾崎正伸 大学院学生 市川喜徳 大学院学生 穴田貴康

特別研究員 村上弘志 大学院学生 村澤 哲

X線 CCDカメラは，「あすか」に初めて使われて以来，X線反射鏡の焦点面検出器として標準的に使われるよう

になってきている．次期 X線天文衛星「NeXT」にも X線 CCDカメラの搭載が予定されており，「NeXT」にも応

用可能な次世代の X線 CCDカメラの開発を行っている．２００４年度は，低バックグラウンド化を目指した研究を行

なった．X線 CCDカメラで検出されるバックグラウンドについては，「あすか」等のフライトデータからその強

度が知られているものの，どのようなメカニズムで生成されているかは不明だった．そこで，宇宙線等の荷電粒子

やガンマ線が CCDカメラと相互作用する過程をモンテカルロシミュレーションを用いて詳細に追跡し，バックグ

ランドの生成メカニズムを解明した．その結果，おおよそ１０キロ電子ボルト以下では硬 X線が CCDでコンプトン

散乱する過程が，１０キロ電子ボルト以上では宇宙線陽子から作られた２次電子が CCDに入射する過程が，おもに

バックグラウンドとして効いていることが判明した．今後は，この解析結果をもとに，バックグラウンドを低減す

る方法の開発に取り組む予定である．

Ⅱ−2−a−12

次世代硬 X線ピクセル検出器の開発

教 授 高橋忠幸 大学院学生 三谷烈史 大学院学生 岸下徹一

助 手 中澤知洋 大学院学生 田中孝明 大学院学生 武田伸一郎

大学院学生 渡辺 伸 大学院学生 大貫宏祐 大学院学生 蛭田達郎

大学院学生 佐藤悟朗 大学院学生 田村健一 阪大・理 能町正治

ピクセル型のテルル化カドミウム半導体（CdTe，CdZnTe）と低雑音の２次元アナログ VLSIを組み合わせた CdTe

ピクセル検出器は，優れた検出効率と低バックグラウンドを両立させており，次世代の硬 X線の高感度な撮像・

分光観測に欠かせない検出器である．我々はこれまでの CdTe検出器の開発と，アナログ VLSIの開発の技術を活

かして，位置分解能を２００ミクロンより高くし，エネルギー分解能も６０キロ電子ボルトの単色ガンマ線に対して１

キロ電子ボルト（半値全幅）を切る，優れた性能を持つ硬 X線撮像・分光検出器の開発を進めている．２００４年度

は，大きく２つの成果を得た．（１）カリフォルニア工科大学の ASICを用いた５００ミクロンピッチ，２cm角の CdTe

ピクセル検出器の動作試験を行ってガンマ線源を用いた撮像・分光に成功し，１キロ電子ボルトを切るエネルギー

分解能を実証した．さらに－４０度の環境において１ヶ月連続動作させ，軌道上での運用に耐えられる事を実証し

た．（２）IDEAS社と共同開発のアナログ VLSIを用いた２mmピッチ，１．６cm四方の CdTeピクセル検出器の詳細

評価を実施し，その検出効率が１％を切る優れた一様性を示す一方で，ピクセルと読み出し基板の接合点に，エネ

ルギー分解能が数％劣化する領域がある事を確認し，接合技術の改善点を確認した．

この検出器は，現在提案中の「NeXT」のハイブリッドカメラを構成する硬 X線撮像検出器 HXIの実現の為に不

可欠である．
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Ⅱ−2−a−13

次世代ガンマ線検出用半導体コンプトンカメラの開発

教 授 高橋忠幸 大学院学生 田中孝明 大学院学生 蛭田達郎

助 手 中澤知洋 大学院学生 大貫宏祐 スタンフォード大学線形加速器センター 田島宏康

特別研究員 渡辺 伸 大学院学生 田村健一 阪大・理 能町正治

大学院学生 佐藤悟朗 大学院学生 岸下徹一 広大・理 深沢泰司

大学院学生 三谷烈史 大学院学生 武田伸一郎

われわれは，次世代のガンマ線検出器，特に１００キロ電子ボルトから数メガ電子ボルトのエネルギー領域におい

て極めて高い感度を持つ検出器の開発を進めている．この検出器は，コンプトン望遠鏡の概念にもとづき，高いエ

ネルギー分解能と位置分解能を併せ持つ半導体イメージング素子を組み合わせて作られる新しい検出器である．

われわれは，従来から開発してきた高いエネルギー分解能を持つ２．５cm角，４００ミクロンピッチのシリコン両面

ストリップ検出器を６層重ね，２mm角のピクセルを６４個有するような CdTeピクセル検出器でそれを囲んだシリ

コン・CdTeコンプトンカメラを試作し，新しく開発した，読み出しのための多チャンネル低雑音 VLSIを用いて

動作させた．このような半導体コンプトンカメラは世界でもはじめての試みであり，われわれは，８０キロ電子ボル

トという低いエネルギーから，６００キロ電子ボルトのガンマ線にいたる広いダイナミックレンジで，コンプトンカ

メラを実現し，そのイメージング能力や高いスペクトル能力を実証した．５１１キロ電子ボルトのエネルギーでは，

約４度という高い角度分解能が得られている．

この検出器開発は，現在提案中の「NeXT」のガンマ線検出器 SGDの実現の為に不可欠である．

Ⅱ−2−a−14

シリコンピクセル検出器の特性評価

特別研究員 平賀純子 助 手 高島 健 横国・工 中村正吾

教 授 高橋忠幸 助 手 中澤知洋 MPI−HLL L. Struder

現在様々な分野で開発が進められているシリコンピクセル検出器の中で，CCDは１０キロ電子ボルト以下の軟 X

線に対して，撮像と同時に優れたエネルギー分解能を併せ持つ検出器として，現在 X線天文分野で標準的な検出

器となっている．より高性能な CCDを実現し，宇宙からの X線に対する精密な応答を決定するためには，検出器

素子内部での信号生成過程を詳細に把握することが，非常に重要である．これまで我々は，１０ミクロン厚の金属箔

に周期的に多数のピンホールを開けたマルチコリメータ（メッシュ）を用いて，X線の入射位置を CCDの画素よ

りも高い精度で決定する実験手法を考案し，CCD内部での信号生成素過程を詳細に調べてきた．今年度は，ドイ

ツマックスプランク－半導体研究所（MPI−HLL）との共同研究を立ち上げ，我々の手法をMPI－HLLが製作した

CCDに適応し，３００ミクロン厚 CCD中での信号電荷の広がりを世界で初めて実測した．一方で，横浜国立大学と

共同で，新たなマルチコリメータの開発にも着手した．これは，バリウムを少量含むガラス（BP−１ガラス）に重

粒子ビームを照射後エッチング処理過程により多数のピンホールを生成するという全く新しい概念に基づく技術で

ある．BP−１マルチコリメータが実用化されれば，従来の金箔を用いたコリメータでは，５キロ電子ボルト以下に

限られていた我々の測定手法の長年の問題点を解決し，初めて硬 X線に対する詳細な検出器応答の評価が可能と

なる．

Ⅱ−2−a−15

アナログ VLSIの開発

教 授 高橋忠幸 大学院学生 蛭田達郎

助 手 高島 健 高エネルギー加速器研究機構 池田博一

助 手 中澤知洋 スタンフォード大学線形加速器センター 田島宏康

大学院学生 田村健一

将来の天文衛星のための硬 X線撮像素子，あるいは，惑星ミッションにおける粒子検出器など，高い位置分解
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能を持つ半導体検出器の読み出しを目的として，サブミクロン CMOSプロセスを利用したセンサー用アナログ

VLSIの開発を行っている．現在，われわれは，２００ミクロンから５００ミクロン角のピクセル検出器に直接バンプ接

合することにより，撮像と分光の両方を実現する２次元の LSIの開発を進めており，段階を経ながら様々なアーキ

テクチャの独自の LSI（ASIC）の試作を行っている．こうした ASICは０．２から０．３５ミクロンの CMOSプロセスを

用い，光子ひとつひとつの信号を処理するための放射線計測回路を内蔵したものである．これらの ASICはチャン

ネルあたり１００マイクロから３００マイクロワットというような低消費電力ながら，０ピコファラッドで数１０電子

（RMS）というような低雑音化をはかることが要求されている．そのため，完成すれば，宇宙観測ばかりではな

く，医療や非破壊検査などに広く用いられることが期待される．本年度はシリコンストリップ検出器などに使用す

るための３２から６４チャンネルの低雑音の１次元の ASICの開発をノルウェーの IDEAS社と進め，１チャンネルあ

たり２５０マイクロワットと低消費電力ながら，雑音特性を従来のものと同等に維持した ASICの開発に成功した．

さらに，昨年度に開発した６種類の ASICの試験を行なうとともに，規模を拡大し４０９６ピクセルに対応した２次元

ASICの設計をおこない，製作を行なった．同時に，従来われわれが進めてきた ASICのアーキテクチャとは異な

る TOT（Time Over Threshold）と呼ばれる方式で低雑音化をはかった ASICをローレンスバークレー研究所と共同

で開発した．

Ⅱ−2−a−16

Space Wireに基づいた次世代型衛星データ処理装置の開発

教 授 高橋忠幸 助教授 笠羽康正 助 手 吉光徹雄

助教授 山田隆弘 助 手 中澤知洋 阪大・理 能町正治

助教授 橋本樹明 助 手 高島 健

「NeXT」や「BepiColombo」などの将来衛星において，信頼度の高いデータ処理系を実現するための機上デー

タ処理装置や地上試験装置のアーキテクチャの研究を科学衛星専門委員会の宇宙データ処理班との連携のもとに行

なっている．Space Wireと呼ばれる高速で柔軟性が高く，冗長度をもった系を構築することのできるネットワーク

のプロトコルの研究を行ない，ESAや NASAとの議論を続けている．実際に小型の汎用 DHUの開発を行ない，

リアルタイム OSの搭載を行なった．

Ⅱ−2−a−17

小型衛星による世界最高感度の MeVガンマ線望遠鏡

教 授 高橋忠幸 大学院学生 田中孝明 スタンフォード大・線形加速器センター 田島宏康

助 手 中澤知洋 東大・理 牧島一夫 阪大・理 能町正治

特別研究員 渡辺 伸 東大・理 国分紀秀 広大・理 深沢泰司

大学院学生 佐藤悟朗 埼玉大・理 田代 信

大学院学生 三谷烈史 広大・理 深沢泰司

天文学は，新しい観測手段を手にいれるたびごとに，予想もしなかったような発見を得，それによって飛躍的な

進歩をとげてきた．メガ電子ボルト（MeV）ガンマ線領域は，こうした進歩に取り残されてきた最後の「窓」で

ある．われわれは，COMPTEL検出器よりもはるかに高い感度を達成するための技術開発を行ってきた．それが極

めて高いエネルギー分解能と位置分解能とをあわせもつ半導体撮像素子のみで組み上げた半導体コンプトン望遠鏡

（Semiconductor Compton Telescope：SCT）である．われわれが開発している SCTは，シリコン半導体とテルル化

カドミウム（CdTe）半導体にもとづいたもので，e−SCT（electron Tracking SCT）と呼ぶ．e−SCTは，半導体をベー

スにしたコンプトンカメラであっても，コンプトン散乱によって，はじき出された電子の方向をも測定することが

出来る点が大きな特徴である．この能力を持つ事によって，検出器の角度分解能を圧倒的に向上させるばかりでは

なく，バックグラウンドを著しく低減することができる．ほぼ２πにおよぶ広い視野をもつ SCTは，全天サーベ

イを行うことによって，その特徴を発揮する．そのため，従来のガンマ線観測に加えて，広がったガンマ線放射，

偏光観測，突発現象の探査，高感度ラインガンマ線探査，宇宙背景ガンマ線放射など，さまざまな新しい領域で，
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その能力を発揮することになる．本年度はシミュレーションを通じて概念設計を行ない，宇宙科学研究本部の小型

衛星に対する概念設計の公募に対応して提案書の作成を行なった．

Ⅱ−2−a−18

高角度分解能を用いた X線による星の生成・進化の研究

助 手 前田良知 中央大・理工 坪井陽子 京大・理 小山勝二

原始星とは星間ガスの動的降着期にある中心天体で，星の芯が急激に成長しつつある星誕生の動乱期である．分

子雲コアと降着ガスは遠赤外からミリ波の波長域で観測される．しかしこれらは原始星そのものを厚く包み，可視

光ではもちろん近赤外でも本体を透かしてみることはできない．この結果，原始星の赤外スペクトルはあくまで原

始星の周辺物質のスペクトルで原始星そのものではない．「あすか」は硬 X線での撮像分光能力を活かして，暗黒

星雲深くに埋もれ，どの波長でも検出できなかった原始星本体からの X線放射を初めて検出した．星生成研究に

X線で直接切り込むことができることを明らかにした重要な発見である．一般に星は星形成領域として集団で誕生

するので，多くの場合「チャンドラ」の高空間分解能力を利用して一つ一つ分離することで，星形成領域の研究を

大きく発展させることができる．質量の小さな褐色矮星，さらには惑星の原始星段階にまで踏み込んで，X線放射

の有無と放射機構を解明し，星生成・進化を包括的に解明する手がかりを得ることを目指している．

Ⅱ−2−a−19

超新星残骸プラズマの電離状態の研究

教 授 長 文昭 助 手 尾崎正伸

超新星残骸では，衝撃波によって周囲の星間物質が急激に加熱され，数千万度の高温プラズマが形成されてい

る．この，半径１０光年以上の領域にまで広がるプラズマの最大の特徴は，地上の実験室で作られるプラズマよりも

はるかに希薄（約１個／立方センチメートル）な事である．星間物質の加熱はまずプラズマ粒子の運動エネルギー

の急激な増大という形で起こり，加熱されたプラズマからは X線放射が観測される．ところが，プラズマ中のイ

オンの電離状態がその温度に追い付く（平衡状態に至る）には，超低密度環境下においては非常に長い時間（約１

万年）がかかる．一般に，この過渡的状態を電離非平衡状態と呼び，その進化を探ることで特に若い超新星残骸の

進化の研究が可能となる．これに対し，年をとった超新星残骸と思われる IC４４３やW４９Bその他を「あすか」を用

いて観測したところ，そのプラズマが逆傾向（ガスの温度よりイオンの電離温度の方が高い）の過電離状態になっ

ていることを発見した．これは，従来からの超新星残骸の進化理論では考慮されてこなかった内部熱伝導の影響を

観測面から示唆する重要な結果である．

Ⅱ−2−a−20

超新星残骸における宇宙線加速現象の観測的研究

特別研究員 平賀純子 大学院学生 岸下徹一 Yale大 内山泰伸

教 授 高橋忠幸 MPI F. A. Aharonian

超新星爆発によって星間空間に形成される強い衝撃波は，銀河系内宇宙線の最も有力な加速現場と考えられてい

る．１０１５電子ボルト程度まで加速された電子は，磁場との相互作用に依るシンクロトロン放射が X線領域に現れる

ため，X線観測は系内最高加速エネルギーを解明するための非常に有効である．我々は，「あすか」（日本），「チャ

ンドラ」（米），「XMMニュートン」（欧）による高精度 X線撮像分光観測データを用いて，衝撃波面における非熱

的 X線放射，粒子の加速機構の研究を行っている．１０キロ電子ボルト以上にシンクロトロンカットオフエネルギー

があることを我々が指摘してきた超新星残骸 RX J１７１３．７−３９４６において，明るい西部リム領域に余剰吸収の存在を

発見し，これが最近発見された分子雲によるものであること指摘した．更に考察を深め，観測された X線放射が，

衝撃波加速された陽子と低温高密度物質（分子雲）との相互作用に起因する可能性を提示した．また，RX J０８５２−

４６２２において，高空間分解観測から，非熱的 X線放射領域は，北西部では衝撃波面に沿うフィラメント状，南端

にはクランプ状と様々な構造を示し，これまでの加速，放射の標準的モデルでは説明し難いことを明らかにし，さ
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らに，両超新星残骸に於いて，H. E. S. S.チェレンコフ望遠鏡による TeVガンマ線撮像に成功し，今後 X線，ガン

マ線の両面から観測的に宇宙線加速現象の探査を進めていく．

Ⅱ−2−a−21

X線による銀河系中心の研究

助 手 前田良知 特別研究員 村上弘志 京大・理 小山勝二

我々の銀河系の中心には，太陽の３００万倍もの質量を持つ巨大ブラックホールが潜んでいると考えられている．

「チャンドラ」搭載の X線 CCDカメラで銀河系中心の観測を行なったところ，銀河系中心核に一致する方向に世

界で初めて X線天体を検出することができた．この天体は約３時間の間に４５倍以上増光するという激しい強度変

動を示しており，ブラックホールの特徴と考えられる．さらに増光の時間変化を詳細に調べたところ，約１０分程度

の間隔で小刻みに変動を繰り返していることが明らかになった．このような短時間の変動は，天体の大きさが約

１．５億キロメートルより小さいことを強く示唆する．これは，太陽から地球までの距離より小さく，太陽の３００万倍

の質量を持つブラックホールの半径のせいぜい十倍程度しか離れていない所から放射が出ていることを意味し，ブ

ラックホールを探るのに重要な手がかりとなる．このチャンドラによる観測で，我々の銀河系の中心に巨大ブラッ

クホールが存在することがほぼ確実になったが，その X線強度は活動的なブラックホールに比べて７桁以上も低

い．一方，このブラックホールの周囲１００光年ほどを見渡すと，活発な星生成活動が見られるものの，若い超新星

残骸やパルサーなどは存在しないようである．この一見すると相矛盾するような観測事実は，銀河系中心付近の進

化の歴史を反映している可能性があり，この観点に沿った研究を進めている．

Ⅱ−2−a−22

低質量 X線連星系の放射過程の研究

助教授 堂谷忠靖 神奈川大・工 浅井和美

低質量 X線連星は，磁場の弱い中性子星もしくはブラックホールと，晩期型星（低質量星）との近接連星系で

ある．伴星からの質量降着によって X線を放射しており，銀河系内では，最も明るい部類の X線天体である．低

質量 X線連星では，ディップと呼ばれる X線光度の一時的な減少が見られることがあり，放射機構を探る重要な

手がかりになる．X線連星 EXO０７４８−６７３のデータを解析したところ，ディップに伴うエネルギースペクトルの変

化には降着円盤の光電離が強く影響していることが判明した．従来，中性子星本体よりも何桁も広がった輻射域を

仮定し，その部分吸収で説明されて来たスペクトル変動が，実は光電離したプラズマによる吸収だった可能性が高

い．また，X線バーストによる光電離の一時的な増加について調べたところ，軟 X線領域では光電離度の時間変

化がバーストプロファイルに大きな影響を与えていることが判明した．今後，低質量 X線連星からの X線放射の

解析には，光電離の影響を考慮することが不可欠と考えられる．

Ⅱ−2−a−23

ブラックホール候補星における降着円盤の観測的研究

教 授 高橋忠幸 理化学研究所 久保田あや

大学院学生 田中孝明 東大・理 牧島一夫

「チャンドラ」，「XMMニュートン」，「RXTE」，「あすか」など，X線衛星の観測データを用いて，銀河系内，

系外のブラックホールからの X線放射の研究を行っている．２００４年度は系外銀河 NGC２５３に存在する，エディン

トン限界を超えるような大光度 X線源（ULX）についての研究を進め，論文にまとめた．「XMMニュートン」と

「チャンドラ」のデータを解析したところ，その明るさが２倍に変動するところを捉えた．そのスペクトルを時間

変動を含めて解析したところ，降着円盤の最内縁半径がおよそ６４kmと一定である事が分かった．これは，これま

で長く謎とされていた ULXからの放射が，ブラックホールの標準降着円盤の理論モデルでよく説明できることを

初めて示したもので，ULXがブラックホールであるということを裏付ける重要な結果である．

５３Ⅱ．研究活動



Ⅱ−2−a−24

X線分光観測によるジオメトリと輝線構造のモデル化

教 授 高橋忠幸 都立大・理 石崎欣尚

教 授 長 文昭 都立大・理 森田うめ代

大学院学生 渡辺 伸 工学院大・理 幸村孝由

都立大・理 石田 学 スタンフォード大学線形加速器センター 迫 昌男

X線と物質との相互作用の際に放出される二次 X線は，その場の物理状態を反映し，観測される X線スペクト

ル中に様々な輝線など特徴的な構造を作る．我々は中性子星と大質量の連星系内部の物質の電離構造，分布，星風

のダイナミクスを「チャンドラ」による分光観測結果を元に研究した．Vela X−１では光電離プラズマからの様々な

電離度の輝線を観測するとともに，ドップラーシフトを検出した．こうした観測結果を定量的に探るために，モン

テカルロ法に基づいた新しい解析手法を開発した．この手法は，非対称な物質分布，連続的に変化する密度，電離

状態を扱い，モンテカルロ法で X線光子の輸送過程を一つ一つ追い，そこからの X線スペクトルを再現するもの

である．このコードを Vela X−１と GX３０１−２に適用することで，ライン比，ドップラーシフトの他，コンプトンショ

ルダーなどの研究を行った．成果を国際会議等で発表すると同時に，活動銀河核からの X線放射の研究に応用し，

「ASTRO−EⅡ」を用いて可能となる降着円盤からの反射成分の詳細な計算を行なった．

Ⅱ−2−a−25

X線による低温星間物質の研究

教 授 満田和久 助 手 藤本龍一 大学院学生 吉野友崇

教 授 長 文昭 特別研究員 古庄多恵 東大・理 尾中 敬

助教授 山崎典子 大学院学生 竹井 洋 エジンバラ大学 Damian Audley

助 手 上田佳宏 大学院学生 二元和朗

「チャンドラ」に搭載された低エネルギー透過型回折格子（LETGおよび HEGT）を用いた，低質量 X線連星に

よる星間空間の元素の化学状態と存在比の研究を進めるとともに，２００４年度は，X線散乱による星間塵の診断を目

的として行った「XMMニュートン」による食連星の観測データの解析をすすめた．その結果，散乱 X線スペクト

ルの時間変化，散乱 X線と直接 X線のスペクトル比を求め，X線散乱に寄与する星間塵の大きさと星間塵までの

距離，および X線源までの距離についての制限をえた．

Ⅱ−2−a−26

“ダークバリオン”としての銀河間高温物質探査の研究

教 授 満田和久 都立大・理 大橋隆哉 名大・理 古澤彰浩

助教授 山崎典子 都立大・理 石田 学 東大・理 須藤 靖

助 手 藤本龍一 都立大・理 石崎欣尚 東大・理 吉川耕司

助 手 田村隆幸 都立大・理 佐々木伸

特別研究員 古庄多恵 名大・理 田原 譲

近年の宇宙論研究により，宇宙の大部分は未知の暗黒物質と暗黒エネルギーによって占められ，核子などの普通

の物質（＝バリオン）は全体の４％程度であることがわかってきた．ところが現在の宇宙の星や銀河団高温ガスを

集めても存在するはずのバリオンの半分にも達しない．つまり，宇宙の約３％を占めるはずのバリオンは，ミッシ

ングバリオンあるいはダークバリオンとなっている．宇宙論シミュレーションからは，それらが温度１０万度から１００

万度の高温物質として銀河間空間に存在することが予測されている．これらの銀河間高温物質（WHIM）は，暗黒

物質の分布に良く追随しており，バリオンの中で宇宙の大規模構造をもっとも強く反映すると予想される．我々

は，酸素の輝線観測により全天の広い範囲から銀河間高温物質を検出し，さらに，赤方偏移を利用して z＝０．１か

ら０．３の宇宙に存在する銀河間高温物質の分布を３次元的に明らかにする観測の可能性を，理論的および観測的な

見地から検討している．今年度は，我々の銀河系近傍の物質分布を再現する宇宙論シミュレーションによる観測可
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能性の検討，ガンマ線バーストを背景光とする吸収線による相補的な観測の可能性などの検討をすすめた．このよ

うな観測は，４００kg程度の衛星で実現できる可能性が高く，我々はこれを DIOS（Diffuse Intergalactic Oxygen Sur-

veyor）と名付け，計画の検討を行っている．

Ⅱ−2−a−27

酸素の吸収線による銀河間高温物質の探査

教 授 満田和久 助 手 田村隆幸 ハワイ大学 Pat Henry

助教授 山崎典子 大学院学生 竹井 洋 マックスプランク研究所 Alexis Finoguenov

助 手 藤本龍一 都立大・理 大橋隆哉

最近，明るい銀河中心核のスペクトル中に高電離酸素吸収線が発見され，それが“ダークバリオン”の候補であ

る銀河間高温物質（WHIM）による可能性が示唆されている．我々は近傍の銀河団の外側の銀河間高温物質を検出

する目的で，その背景にあるクエーサーを観測する研究を進めている．これまでに，おとめ座銀河団の向こう側に

あるクエーサーの X線スペクトルの精密観測を「XMMニュートン」に搭載されている回折格子を用いて行なった

が，２００４年度は新たに，かみのけ座銀河団の向こう側にあるクエーサーの観測を行った．この観測も要求した観測

時間の１／２でしかなかったため，有意性は当初の予想よりも低いものの，赤方偏移の中心値がかみのけ座銀河団に

一致する吸収構造が検出された．これは数百万度の高温ガスが大量に存在することを示している．この観測結果

は，今まで観測の乏しかった銀河団周辺の物質状態についての情報をもたらす可能性もあり，今後のデータ解析

と，不足分の観測時間を充足するための再観測が期待される．

Ⅱ−2−a−28

Ⅹ線による銀河団ガスの内部構造の研究

助教授 山崎典子 都立大・理 石田 学 都立大・理 森田うめ代

特別研究員 古庄多恵 都立大・理 石崎欣尚

都立大・理 大橋隆哉 都立大・理 早川 彰

銀河団内部では，銀河間物質が１０００万度以上にまで加熱された高温ガスとなり，X線で明るく輝いている．近年

の精密なⅩ線撮像分光観測により，高温ガスの温度，密度，重元素量は，一様あるいは滑らかな分布からのずれが

あり，それらは銀河団の衝突合体に伴うガスの運動，あるいは銀河と銀河間物質の相互作用を示すものと考えられ

る．

我々は，「チャンドラ」，「XMMニュートン」により明るく高温な銀河団であるペルセウス座銀河団，中規模で

ほぼ平衡状態に近い Abell 1０６０銀河団，より小規模な集団である銀河群 HCG６２などを観測し，ガスの内部構造の

研究を行っている．その結果，ペルセウス座銀河団の周辺部では，サブクラスター構造に伴う温度低下の兆候があ

ること，ほぼ平衡状態と見られる A１０６０銀河団でも中心部に密度超過が見られること，などが明らかになった．特

に後者は，温度変化が小さいことから，高温ガスが中心部の重力によって集められていることを意味し，銀河団中

心部の５０キロパーセク程度にダークマターの集中があることを示唆する重要な結果である．

Ⅱ−2−a−29

銀河団における非熱的な物理現象の研究

助 手 中澤知洋 山形大・理 滝沢元和

特別研究員 古庄多恵 国立天文台 藤田 裕

宇宙最大の天体で，数千の銀河の集団である銀河団においては，相対論的なエネルギーにまで加速された電子

が，数百万光年にわたって広がっている事が主に電波観測によって確認されている．我々は，この同じ電子が放射

するであろう硬 X線放射を捉える，高感度の硬 X線観測の手法について，検討を進めた．またこのような粒子加

速のエネルギー源と考えられる，銀河団プラズマの乱流や固有運動を，具体的に検出する必要性と，予想される結

果について，評価した．２００４年度は，これらを元に，間もなく打ち上げられる「ASTRO−EⅡ」の公募観測に，有
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望な銀河団の観測を提案し，採択された．

さらに将来のより定量的な観測を実現するために，必要とされる検出器の性能を詳細に評価した．その結果，１

分角を切る優れた角度分解能で，数百キロ電子ボルトまでの硬 X線，軟ガンマ線を，これまでの１～３桁優れた

感度で観測する技術がカギを握ると結論した．このパラメータを将来計画「NeXT」に当てはめたところ，必要と

される性能のかなりの部分を満たしている事を確認した．このデータを元に，「NeXT」へ観測要求をまとめるとと

もに，次世代の天文学全体を取り上げた研究会において，銀河団の硬 X線，ガンマ線観測の重要性を報告した．

Ⅱ−2−a−30

活動的銀河核の観測的研究

教 授 國枝秀世 特別研究員 寺島雄一 特別共同研究員 伊藤 啓

教 授 井上 一 名大・理 幅 良統 大学院学生 森 英之

NASA／GSFC 見崎一民 特別研究員 穴吹直久

銀河の中の１割程度には大変明るい活動的中心核を持つものがある．その起源は，太陽の百万倍から十億倍の質

量のブラックホールに流れ込む物質の重力エネルギーが，X線で放射されているものと考えられている．ブラック

ホールの半径の数倍以内の時空，降着流の物理は X線で観測するのが最適であると考えられる．これまでも「あ

すか」を用いて強い重力場を示唆するとも考えられる鉄輝線構造などが見つかっている．最近では「XMMニュー

トン」，「チャンドラ」の観測データ等の解析から，いくつかの新しい知見が得られている．その一つが，狭輝線セ

イファート銀河と呼ばれる，比較的軽く（太陽質量の百万倍から一千万倍），エディントン光度に近い活動的銀河

核である．その観測スペクトルから降着流の温度と明るさの関係を見てみると，標準円盤モデルではなくエディン

トン光度を大きく越える，移流優勢降着流になっていると説明が付け易いことが分かって来た．これは，太陽質量

の数倍程度のブラックホールが，太陽質量の１万倍程度の中質量ブラックホールを経て，最終的に１－１０億倍の太

陽質量にのぼる大質量ブラックホールへ急速に進化するところを見ていると思われる．

Ⅱ−2−a−31

ガンマ線バーストの起源と初期宇宙の研究

客員教授 村上敏夫 金沢大・理 米徳大輔 他

３K背景放射を除くと，ガンマ線バーストは最も遠方の宇宙で発生する，宇宙初期の様子を強く反映した現象と

して注目される．従来は超新星爆発が宇宙で一番エネルギーの大きな爆発と考えられていたが，最近ではブラック

ホールを残すガンマ線バーストが宇宙で一番明るい爆発となった．結果として，この明るさ故に最も初期の宇宙に

あっても観測が可能で，ガンマ線バースト自体の研究と並んで初期宇宙を探る手段としても使われる．この爆発現

象には未知な部分が多く，研究は実験，理論の両面で広範囲に行われている．現在，宇宙科学研究本部との関連で

は以下のような内容で研究を展開している．

（１）宇宙科学研究本部が２００５年に打ち上げ予定の「ASTRO−EⅡ」に硬 X線検出器を搭載し，ガンマ線バーストの

観測にいどむ．

（２）宇宙科学研究本部屋上にある直径１．３mの赤外線望遠鏡を共同利用し，宇宙で最も遠い天体の距離の推定をガ

ンマ線バーストのフラッシュの観測から試みる．

（３）宇宙科学研究本部が計画する将来の衛星（例えば「ソーラー電力セイル」等）への搭載を目指し，ガンマ線バー

スト偏光検出器を開発する．

「ASTRO−EⅡ」の打ち上げは当初より遅れたものの，屋上望遠鏡の開発は順調に行われ，ほぼ期待した性能を発

揮しガンマ線バーストの観測を始めている．遠くない時期に，赤方偏移７以上の天体を観測出来るものと期待して

いる．
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