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「IRTS」搭載近赤外分光器（NIRS）による近赤外宇宙背景放射の観測的研究

教 授 松本敏雄 名大・理 川田光伸

教 授 村上 浩 国立天文台 田中昌宏

助 手 松浦周二 名古屋市科学館 野田 学

助 手 和田武彦 カリフォルニア大バークレー校 M. Cohen

近赤外宇宙背景放射は遠方の銀河を重ね合わせた拡散光として観測され，銀河進化や初期宇宙に関する重要な情

報を与える．この銀河系外からの拡散光成分を求めるため，宇宙実験・観測フリーフライヤ「SFU」に搭載された

赤外線望遠鏡「IRTS」の観測装置の一つである近赤外分光器 NIRSのデータを用いて研究を行っている．

観測された空の明るさから黄道光成分，銀河内の星の寄与等を差し引くことによって１．４～４μm帯における宇

宙背景放射を有為に検出した．その明るさはこれまでに知られている銀河の重ね合わせで得られるものの数倍に相

当し，宇宙初期にまだ知られていない膨大なエネルギー発生があったことを示唆している．この結果は最近の

NASAの宇宙背景放射観測衛星WMAPの観測とよい一致を示し，ビッグバンから数億年後の宇宙第一世代の星が

その起源であることを示唆している．

２００４年度は，観測データから得られた結果を論文にまとめるとともに，第２１号科学衛星「ASTRO−F」による背

景放射揺らぎの観測計画を検討し，またロケットによる新たな観測の準備を開始した．

Ⅱ−2−b−2

宇宙赤外線望遠鏡 IRTSの点源天体をもとにした，銀河系内質量放出の研究

パリ天文台 T. Le Bertre 教 授 村上 浩

国立天文台 田中昌宏 助 手 山村一誠

宇宙赤外線望遠鏡 IRTSの近赤外線分光器 NIRSの点源天体カタログを元に，赤外線カラーから炭素星（表面組

成において炭素が酸素よりも多い星）を選び出す方法を開発し，１３９天体を検出した．このうち１４天体はこれまで

知られていなかった新しい炭素星である．赤外線スペクトルの３．１ミクロン付近に現れる分子バンドの強度と赤外

線カラーから見積もられる質量放出率の間に関係があることを見いだし，この分子バンドと星の大気外層との発達

の関係について議論した．

Ⅱ−2−b−3

気球搭載赤外線望遠鏡「FIRBE」による星間物質の観測的研究

客員教授 芝井 広 宇宙航空研究員 有村成功 通信総合研究所 廣本宣久

教 授 中川貴雄 共同研究学生 吉戸智明 通信総合研究所 藤原幹生

名誉教授 奥田治之 共同研究学生 五十部優 インド・タタ研究所 R. P. Verma

助 手 金田英宏 共同研究学生 種田 豪 インド・タタ研究所 S. K. Ghosh

派遣職員 成田正直 共同研究学生 本多 誠 インド・タタ研究所 D. Ojha

東大・総合文化 土井靖生 共同研究学生 宮部明子 メキシコ・INAOE T. N. Rengarajan

名大・理 川田光伸 共同研究学生 田畑浩平

名大・理 渡部豊喜 共同研究学生 根本清峰

銀河系星間塵の物理状態を系統的に解明するには，遠赤外波長帯の観測が不可欠である．そこで口径５０cmの気

球搭載望遠鏡「FIRBE（Far−Infrared Balloon−borne Experiment）」を開発し，これに２次元の遠赤外線検出器アレイ

を搭載して，インド・ハイデラバード気球基地より実験を繰り返してきた．２００４年度は，昨年度にサーベイ観測を

行った，オリオン星生成領域，イータカリーナ領域，W３・４・５領域，Cas Aについてのデータ解析を進め，一

部の成果を公表した．
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日印共同気球実験による星生成領域の遠赤外線［CⅡ］ライン分光観測

教 授 中川貴雄 外国人客員教授 R. P. Verma

助 手 金田英宏 国立天文台 D. Ojha

名誉教授 奥田治之 インド・タタ研究所 S. K. Ghosh

客員教授 芝井 広 インド・タタ研究所 S. Vig

大学院学生 鈴木仁研 ドイツ・ケルン大 B. Mookerjea

星生成領域の星間ガスのエネルギー収支を明らかにするために，口径１mの大口径気球搭載望遠鏡に超流動液

体ヘリウムで冷却された高感度なファブリ・ペロー分光器を搭載して，星生成領域を高分解能分光観測する計画を

進めている．この計画は，インド・タタ研究所との共同研究であり，センサー，分光器を日本側が用意し，気球搭

載望遠鏡をインド側が用意するという役割分担となっている．

２００４年度は，１１月にハイデラバード基地から気球を打ち上げ，Orion A，Orion B，RCW３６，RCW３８といった星

生成領域の観測に成功した．また，観測データを解析して得られた初期結果を天文学会などで報告した．

Ⅱ−2−b−5

気球搭載遠赤外線干渉計「FITE」による星間塵雲の詳細研究

客員教授 芝井 広 名大・理 川田光伸 共同研究学生 宮本智昭

助 手 松浦周二 名大・理 平尾孝憲 共同研究学生 岸 洋幸

助 手 金田英宏 共同研究学生 吉戸智明 共同研究学生 田畑浩平

研究支援推進員 成田正直 共同研究学生 本多 誠

東大・総合文化 土井靖生 共同研究学生 松尾太郎

星生成領域，原始惑星系円盤，銀河核スターバーストなど，星間塵熱放射がきわめて重要な役割を果たしている

天体について，秒角スケールの角分解能の撮像を行い，各天体において星間塵温度分布を初めて明らかにすること

で，恒星誕生直前の原始星の温度構造，原始惑星系円盤の温度構造，および銀河核スターバーストの温度構造を明

らかにすることが本研究の目的である．このためには，熱放射のピークが来る遠赤外帯において高解像撮像をする

以外に，直接的に答えを得る方法が無く，遠赤外帯において初めて基線長２０mの干渉計を開発し観測に用いる．

本年度は遠赤外線干渉計製作，気球搭載望遠鏡システム製作のための詳細設計，一部の機器の開発を行った．

Ⅱ−2−b−6

次世代赤外線天文衛星「SPICA」の概念設計と基礎開発

教 授 松本敏雄 助教授 橋本樹明 招聘職員（研究員） 巻内慎一郎

教 授 中川貴雄 助 手 金田英宏 客員教授 芝井 広

教 授 村上 浩 助 手 和田武彦 名大・理 川田光伸

助教授 片 宏一 助 手 松浦周二 名大・理 平尾孝憲

助教授 松原英雄 助 手 山村一誠 東大・理 尾中 敬

助教授 紀伊恒男 助 手 大西 晃 東大・総合文化 上野宗孝

助教授 小川博之 宇宙航空プロジェクト研究員 塩谷圭吾 東大・総合文化 土井靖生

国立天文台 田村元秀 筑波大・工 村上正秀 総合技術研究本部 杉田寛之

国立天文台 松尾 宏 総合技術研究本部 野田篤司 東北大学 永井大樹

国立天文台 家 正則 総合技術研究本部 小川 明 利用推進本部 油井由香利

国立天文台 常田左久 総合技術研究本部 古川正夫

次世代の赤外線天文衛星「SPICA（Space Infrared Telescope for Cosmology and Astrophysics）」の概念設計を進め

た．「SPICA」では，放射冷却と機械式冷凍機の活用により，従来よりもはるかに大口径（３．５m）の冷却（４．５K）

赤外線望遠鏡の衛星への搭載を目指している．「SPICA」が実現すれば，天文学の幅広い分野で画期的な観測が可
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能となる．

２００４年度には，開発要素の大きな部分の技術開発を進めるとともに，システム全体の具体化を進めた．それらを

まとめて，ミッション提案を宇宙理学委員会に対して行った．

さらに，海外（アメリカ，ヨーロッパ，韓国）との国際協力の具体化を進めた．

Ⅱ−2−b−7

次世代赤外線天文衛星「SPICA」搭載望遠鏡の開発

教 授 松本敏雄 招聘職員（研究員） 巻内慎一郎 国立天文台 家 正則

教 授 村上 浩 助 手 金田英宏 国立天文台 田村元秀

教 授 中川貴雄 助 手 和田武彦 国立天文台 松尾 宏

教 授 八田博志 助 手 松浦周二 総合技術研究本部 杉田寛之

名誉教授 奥田治之 助 手 山村一誠 利用推進本部 油井由香利

助教授 片 宏一 客員教授 芝井 広

助教授 松原英雄 東大・理 尾中 敬

助教授 紀伊恒男 東大・総合文化 上野宗孝

宇宙航空プロジェクト研究員 塩谷圭吾 国立天文台 常田左久

「SPICA」に搭載する口径３．５mの望遠鏡には，波長５μmで回折限界を達成する光学性能が要求されると同時

に，軽量かつ４．５Kまで冷却可能という特性が要求される．２００４年度は，２００３年度に引き続き，１）鏡素材として

C／SiC複合材を用いた望遠鏡システムと，２）鏡素材として SiCを用いた望遠鏡システムを並行して開発を進めた．

とくに前者については，小型 C／SiC試作鏡を複数枚，製作し，極低温面検などを行って，冷却鏡としての性能を

評価した．

Ⅱ−2−b−8

宇宙望遠鏡用軽量鏡材の低温物性評価

教 授 中川貴雄 助教授 片 宏一 利用推進本部 木村俊義

教 授 村上 浩 助 手 金田英宏 東大・理 尾中 敬

教 授 八田博志 宇宙航空プロジェクト研究員 塩谷圭吾 大学院学生 永廣武士

教 授 松本敏雄 利用推進本部 油井由香利

助教授 松原英雄 利用推進本部 丹下義夫

大型で軽量の低温宇宙望遠鏡を実現するため，各種の SiCなど，高剛性の鏡材が提案されている．これらの材料

を用いる際には，その低温物性を事前に知っておくことが非常に重要である．

我々は，C／SiC複合材料，反応焼結型 SiC，焼結型 SiCなどを対象とした，物性測定を開始した．具体的には，

ヤング率，ポアソン比，曲げ強度，破壊じん性を，常温，液体窒素温度，液体 He温度で測定している．本研究の

現状については，「ASTRO−F」望遠鏡の不具合対策とあわせて，金属学会基調講演にて発表した．
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次世代赤外線天文衛星「SPICA」冷却システムの設計

教 授 松本敏雄 助 手 松浦周二 総合技術研究本部 杉田寛之

教 授 村上 浩 助 手 山村一誠 東北大学 永井大樹

教 授 中川貴雄 助 手 大西 晃 利用推進本部 油井由香利

助教授 小川博之 宇宙航空プロジェクト研究員 塩谷圭吾

助教授 松原英雄 客員教授 芝井 広

助教授 紀伊恒男 東大・理 尾中 敬

助教授 片 宏一 東大・総合文化 上野宗孝

助 手 金田英宏 筑波大・工 村上正秀

助 手 和田武彦 総合技術研究本部 古川正夫

「SPICA」の画期的な冷却システムを実現するためには，効率的な放射冷却の実現と，信頼性ある機械式冷凍機

の開発が必要である．２００４年度には，ミッション部とバス部を含め，さらに構造まで含んだモデルを構築し冷却シ

ステムの最適化にとり組んだ．特に太陽電池パネルの配置と，ミッション部の放熱板の配置の最適化にとりくみ，

ミッションが成立する解を得た．

Ⅱ−2−b−10

次世代赤外線天文衛星「SPICA」用冷凍機の基礎開発

教 授 松本敏雄 助教授 片 宏一 総合技術研究本部 古川正夫

教 授 村上 浩 助 手 金田英宏 総合技術研究本部 杉田寛之

教 授 中川貴雄 助 手 和田武彦 東北大学 永井大樹

名誉教授 奥田治之 助 手 松浦周二 利用推進本部 油井由香利

筑波大・工 村上正秀 助 手 山村一誠

客員教授 芝井 広 助 手 大西 晃

助教授 小川博之 宇宙航空プロジェクト研究員 塩谷圭吾

助教授 松原英雄 名大・理 川田光伸

助教授 紀伊恒男 東大・理 尾中 敬

スペースでの赤外線による天体観測では，観測装置からの赤外線放射を低減し，検出器の感度を向上させるた

め，望遠鏡を含めた全システムを液体ヘリウムで冷却する必要がある．しかし，長期間の観測のための大量のヘリ

ウムを搭載することは，衛星重量・体積を増やし，また装置を複雑にする．宇宙用機械式冷凍機を開発することに

よりこの制約から逃れることは，将来の赤外線天文学にとって必須の要件である．具体的な開発対象として

「SPICA」にむけて，今までに開発を進めてきており，必要とされる冷却能力をほぼ達成することが昨年度までの

開発で完了している．２００４年度には，この成果にもとづき，実際の搭載を目指して，能力に余裕をもたせるための

開発にとりくんだ．

Ⅱ−2−b−11

次世代赤外線天文衛星「SPICA」の中間赤外線観測装置の検討

助教授 片 宏一 宇宙航空プロジェクト研究員 塩谷圭吾 他機構外 ２５名

助 手 山村一誠 利用推進本部 度會英教

「SPICA」に搭載する観測装置のうちの一つとして，中間赤外域（波長５～４０ミクロン）での観測装置の検討を

行った．この観測装置に対する天文学的な要求をまとめ，それを実現するために考えられるいくつかの分光方式に

ついての検討を進め，その比較を行っている．特に今年度は検討を「次世代赤外線天文衛星 SPICA提案書」のな

かにまとめた．
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Ⅱ−2−b−12

次世代赤外線天文衛星「SPICA」搭載用ステラコロナグラフ観測装置の検討

教 授 中川貴雄 大学院学生 田中深一郎 国立天文台 Abe Lyu

助教授 片 宏一 国立天文台 田村元秀 神戸大 伊藤洋一

宇宙航空プロジェクト研究員 塩谷圭吾 神戸大 藤田健太

「SPICA」を用いて太陽系外惑星を直接観測し，大気分光を行うことを主目的とした，観測装置について検討し，

具体化をすすめた．太陽系外惑星の直接観測にあたっては，主星と惑星との光量の圧倒的な違い（コントラスト）

が障壁となる．このコントラストを緩和し，微弱な惑星光の観測を可能にするのが，ステラコロナグラフ光学系で

ある．

我々は，これまでに原理が提案されている複数のコロナグラフ光学系について，比較検討を行った．そして，有

望と判断されたバイナリ瞳マスクの方式を，「SPICA」の瞳形状にたいして最適化し，採択し得る設計を初めて得

た．この結果は，日本天文学会で報告した．そのほか，並行して検証実験の立ち上げもすすめた．

Ⅱ−2−b−13

サブミリ波検出器の基礎開発

教 授 村上 浩 助 手 和田武彦 民間等共同研究員 阿部 治

助 手 松浦周二 東海大・工 若木守明 大学院学生 渡辺健太郎

助 手 金田英宏 共同研究学生 大畑拓郎

波長２００μmから１mmの波長帯は，天文学的に重要な波長帯でありながら，検出器技術開発が遅れている．そ

こで，波長２００μm～３００μmに感度を持つ n型ガリウム砒素半導体を用いた外因性光導型検出器の開発を行ってい

る．２００４年度は，検出器を試作して波長‐感度特性，検出効率の測定を行った．また．検出器材料であるガリウム

ヒ素半導体の結晶成長プロセスに対して，より高純度の結晶が得られるよう改良を行うと共に，結晶の厚みを従来

の３倍の１５０ミクロンまで成長させることにより，検出効率を向上させることができた．

Ⅱ−2−b−14

ミリ波広帯域分光観測装置の開発

助教授 松原英雄 カリフォルニア工科大 J. Zmuidzinas

助 手 松浦周二 ジェット推進研究所 H. Nguyen

国立天文台 松尾 宏 コロラド大 J. Glenn

ジェット推進研究所 J. J. Bock

近年サブミリ波サーベイ観測で見つかった未知の天体は，宇宙初期の原始銀河である可能性が高いが，これを確

かめるには宇宙膨張による天体のスペクトルの赤方偏移を測定することが有効である．そこで，サブミリ波天体の

ミリ波スペクトルを広い波長域（１－１．５mm）にわたり一挙に分光し，主に一酸化炭素分子からの輝線を複数同

定することで天体の赤方偏移を決めるための装置の開発を行っている．２００４年度は，昨年までに個々の開発を完了

した検出器系・冷凍機系・分光器系を，液体ヘリウム冷却クライオスタットに組み上げ総合的な性能試験を NASA

／JPLにて行った．

Ⅱ−2−b−15

テラヘルツ帯コヒーレント光源の開発

助 手 松浦周二 カリフォルニア工科大 G. A. Blake

テラヘルツ帯（遠赤外・サブミリ波）には原子・分子線が豊富に存在するため，この領域での高分解能スペクト

ル観測は星間ガスを研究するために重要である．このような観測にはヘテロダイン検出が有望であり，これには局

所発振器としてコヒーレント光源が必要である．この波長域では大気吸収が非常に強いためにスペースからの観測

が必要であるが，衛星などへの搭載が可能な小型・高効率のコヒーレント光源が存在しなかった．我々は２波長の
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レーザーを超高速光伝導素子で混合して差周波数を発生する原理を用いたテラヘルツ発振器を開発してきた．この

光源の性能は実験室分光用としての実用レベルに達しており，実験室にて星間ガス中に存在する様々な分子スペク

トルのデータが取得されている．さらに出力と周波数精度の向上，および周波数帯域の拡大を目指して，レーザー

波長安定化や進行波型光伝導デバイスの開発を行っている．２００４年度は，進行波型光伝導デバイスの改良設計を行

ない，その製作を開始した．

Ⅱ−2−b−16

次世代衛星搭載に向けた BIB型 Ge遠赤外線検出器の基礎研究

教 授 中川貴雄 助 手 金田英宏 助 手 和田武彦

助教授 片 宏一 助 手 松浦周二

超高純度 Ge結晶中に，不純物を高濃度にドープした受光層をもつ BIB（Blocked Impurity Band）型 Ge検出器

は，１００－２５０ミクロン帯の新しい検出器として世界的に注目されている．これまでこの波長帯では，圧縮型 Ge：Ga

検出器が広く使われて来たが，大規模アレイ化が困難という大きな欠点をかかえていた．これは，必要な波長帯に

感度を持たせるために，Ge結晶に破壊限界の約半分という高い圧力を加えなければならず，大きな加圧機構が伴

うためである．また，そもそも既存のバルク型検出器はとても高感度であるが，その半面，衛星環境において放射

線の影響を受けやすく，深刻な光過渡応答を示すなどの大きな問題点もかかえる．

本研究では，過渡応答や放射線ヒットイベントの低減が期待でき，当該波長帯の新しい検出器として有力な候補

となりうる BIB型 Ge検出器の国内開発・製作の実現に向けた研究を行う．２００４年度は，その基礎となる Ge：Sb

単素子を試作し，ホール効果による低温でのキャリア密度の測定，熱電流測定による残留不純物濃度の測定，さら

に，遠遠赤外線検出器としての光感度の測定などを行った．また，MBE（Molecular−Beam Epitaxy）によるブロッ

ク層形成の可能性についても調査した．

Ⅱ−2−b−17

スペース天文用赤外線画像センサのための基礎研究

助 手 和田武彦

スペース天文用赤外線画像センサに必要となる，極低温で動作する読みだし集積回路 ROICの開発に必要な基礎

研究を行なっている．CMOSプロセスで作られた従来の ROICは極低温（＜３０K）で性能が劣化することが知られ

ている．プロセスを改良して極低温での性能が出せるようにするアプローチもあるが，それには，資金と時間が必

要で，さらにプロセスの維持にはさらに莫大な資金が必要となり現実的でない．そこで，本研究では，通常のプロ

セスを利用しながら，比較的容易に行なえる「平面構造」と「回路」の設計の最適化により極低温動作を目指す．

さらに，試作リスク／コスト軽減のために，合い乗り試作サービスを積極的に利用する．

２００４年度は，極低温での測定に必要な冷凍機の整備と微小電流電圧特性を測定するために必要な精密測定器の整

備を行った．

Ⅱ−2−b−18

「ISO」による原始銀河の探索

名誉教授 奥田治之 東北大・理 谷口義明 岐阜大・工 若松謙一

教 授 松本敏雄 東大・理 川良公明 国立天文台 佐藤康則

助教授 松原英雄 東大・理 祖父江義明 東大・理 大薮進喜

ハワイ大 D. B. Sanders ハワイ大 L. L. Cowie

ESAが打ち上げた赤外線宇宙天文台「ISO」に搭載された赤外線カメラ（ISOCAM）および赤外線測光器

（ISOPHOT）を用いて，原始銀河の探索を行った．観測は，銀河系内物質による吸収・放射の影響を極力避ける

ため，星間ガスの極めて少ないロックマンホール，および SSA１３（CAMのみ）と呼ばれる領域について行っ

た．２００４年度は，ISOPHOTサーベイで検出された天体の電波放射源リストにより，可視光同定を行いスペクトル
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線分光観測により赤方偏移量を求め，宇宙の星生成史の研究を行った．

Ⅱ−2−b−19

銀河系中心領域の星間物質の観測的研究

教 授 中川貴雄 大学院学生 安田晃子

銀河中心領域の星間雲の物理状態を，ヨーロッパの赤外線衛星「ISO」の観測結果を解析することにより，調べ

た．その結果，遠赤外［CⅡ］スペクトル線の遠赤外線連続波に対する相対強度が，銀河中心領域において系統的

に低くなっていることが見出された．この原因をさぐるために，［CⅡ］スペクトル線のみならず，他のスペクト

ル線の解析も進め，この結果，銀河中心領域において炭素を電離することのできる紫外線の割合が系統的に低く

なっていることがわかった．ここから，銀河中心領域の現在の星生成活動は活発ではなく，赤外線光度のかなりを

晩期型星が担っていることが示唆される．

Ⅱ−2−b−20

活動的銀河核内の分子雲トーラスの観測的研究

教 授 中川貴雄 大学院学生 田中深一郎 ドイツ・マックスプランク研究所 後藤美和

大学院学生 白旗麻衣 国立天文台 臼田知史

活動的銀河核の示す諸性質を説明するために分子雲トーラスの存在が予言されている．しかしながら，その物理

的性質は未だ解明されていない．我々は，活動銀河核を背景光源として，分子雲トーラス内の一酸化炭素分子の吸

収を測定することにより，その物理的性質を明らかにすることを試みた．２００３年度に，その最初の検出に成功

し，２００４年度には観測対象を増やすことに取り組んだ．これにより，高温の分子ガスの存在が明らかになった．

Ⅱ−2−b−21

星団形成領域の近赤外線測光観測

名大・理 河村晶子 名市大・システム自然科学 杉谷光司

国立天文台 田村元秀 名大・理 馬場大介

大質量星を伴う星団は，その形成，進化段階において，周囲の星間物質に多大な影響を及ぼし，時にはさらなる

星形成を誘発する．これらの星団の形成過程について理解を深めるため，銀河系内の星団形成領域の近赤外線撮像

を行っている．２００４年度は，ハワイ大学８８インチ望遠鏡を用いて，S２３５方向に存在する複数の星団形成領域の近

赤外線撮像を行い，２００２年度に取得した分子雲のデータと比較を行った．その結果，若い大質量星によって形成さ

れた電離領域に隣接して星団が形成されていること，形成されたばかりの星団が付随している高密度分子ガス塊

は，分子ガスのスペクトル線幅が有意に広く，星団による周囲への影響を示していることなどの結果が得られてい

る．

Ⅱ−2−b−22

広視野カメラ「WIZARD」による黄道光の観測

招聘職員（研究員） 臼井文彦 カンウォン大 S. M. Kwon 共同研究学生 猿楽祐樹

ハワイ大 石黒正晃 ソウル大 S. S. Hong 招聘職員（研究員） 中村良介

国立天文台 宮下暁彦 ソウル大 J. H. Pyo 国立天文台 関口和寛

国立天文台 中桐正夫 神戸大・自然 向井 正 共同研究学生 三浦直也

東大・総合文化 上野宗孝 共同研究学生 佐川英夫 共同研究学生 大月祥子

黄道光とは太陽系の惑星間塵による太陽散乱光である．黄道光を観測することで，惑星間塵の起源や進化，塵の

物理特性などが明らかになる．そこで，４９度×９８度の視野をもつ可視光広視野 CCDカメラ「WIZARD（Wide−field

Imager of Zodiacal light with ARray Detector）」を開発し，これを用いてハワイ・マウナケア山頂における黄道光観測

を実施してきた．２００４年度は，昨年度から引き続き黄道光の継続観測を実施し（４，６，９，１０，１１月），特に塵
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の後方散乱によって強められた対日照の詳細観測から，輝度分布の南北非対称性が明確に確認された．また，面光

源データの取り扱い手法，特に広視野光学系のフラット補正法の開発を行った．「WIZARD」を用いた観測は，２００５

年度も引き続き行われる予定である．

Ⅱ−2−b−23

ガンマ線バースト発生前後の可視光観測のための広視野望遠鏡「WIDGET」の開発

招聘職員（研究員） 臼井文彦 共同研究学生 浦田裕次 共同研究学生 阿部圭一

理化学研究所 玉川 徹 共同研究学生 恩田香織

理化学研究所 寺田幸功 埼玉大・理 田代 信

「HETE−２」によるガンマ線バースト速報体制の整備によりバースト直後の残光現象の観測が可能になったが，

バースト発生時及びその直前の観測は非常に難しい．一方で，バースト発生前後には明るいフラッシュが観測され

る可能性が指摘されている．そこで，可視光広視野自動望遠鏡システム「WIDGET（WIDe−field telescope for GRB

Early Timing）」を開発し，２００４年５月に山梨県の東京大学宇宙線研究所附属明野観測所キャンパス内にシステム本

体を設置し，完全自動観測を開始した．明野サイトにおける観測で，本システムの限界等級は，フィルターなし・

V−band換算で，５秒積分に対し１０．４等級（S／N＝３），３０秒積分に対し１１．６等級（S／N＝３）であり，明るい可視

光フラッシュであれば十分に検出可能な性能であることがわかった．本システムは現在も稼動中であり，２００５年度

も引き続き自動観測が行われる予定である．

Ⅱ−2−b−24

木曽シュミット望遠鏡を用いた彗星ダストトレイルのサーベイ観測

ハワイ大 石黒正晃 招聘職員（研究員） 臼井文彦 ソウル大 J. H. Pyo

共同研究学生 猿楽祐樹 共同研究学生 三浦直也 神戸大・自然 向井 正

共同研究学生 西原説子 カリフォルニア工科大 W. T. Reach

東大・総合文化 上野宗孝 カンウォン大 S. M. Kwon

招聘職員（研究員） 長谷川直 ソウル大 S. S. Hong

彗星ダストトレイルとは，mmから cmサイズの比較的大きなダスト粒子からなり，彗星の軌道に沿って細長く

分布したものである．彗星本体からの質量放出の大部分を占め，黄道光ダストの起源の１つとしても重要な意味を

持っている．２００４年度には，昨年度から引き続き東京大学木曽観測所１０５cmシュミット望遠鏡を用いて，あらゆる

短周期彗星についてダストトレイルの可視光サーベイを行った．また，いくつかの彗星に対して，宇宙赤外線望遠

鏡衛星「Spitzer」との同時観測によって，可視・近赤外のデータ取得に成功し，トレイル粒子の物理光学特性が明

らかになった．さらに力学的数値シミュレーションを用いてトレイルの生成メカニズムの解明に取り組んでいる．

Ⅱ−2−b−25

ソーラーセイル計画における惑星間ダスト観測の検討

招聘職員（研究員） 臼井文彦 招聘職員（研究員） 長谷川直 ハワイ大 石黒正晃

助 手 矢野 創 助 手 松浦周二 東大・総合文化 上野宗孝

黄道光（太陽系の惑星間ダストによる太陽散乱光）の観測は，太陽系ダストの起源や進化を解明する上で重要で

ある．しかし，地上及び地球近傍から黄道光を観測する際には，散乱光を視線方向に積分したものとしてしか観測

できない．また，１AUからの観測では，観測者近傍に存在するダストの寄与が大部分を占めてしまう．そこで，

次期工学試験衛星の侯補であるソーラーセイルに理学観測機器を搭載し，探査機のクルージング期間において黄道

光の明るさの日心距離による変化を観測することを検討した．２００４年度は，特に「ASTRO−F」や宇宙赤外線望遠

鏡衛星「Spitzer」，金星探査計画など，他の衛星によって取得されるデータを相補的に扱うことによって，幅広い

日心距離において黄道光の輝度分布の変化を捕らえる可能性について検討を進めた．
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Ⅱ−2−b−26

原始惑星系円盤におけるシリケイト粒子の鉱物学的組成の研究

助教授 片 宏一 茨城大 岡本美子 東大・理 尾中 敬

共同研究学生 本田充彦 国立天文台 山下卓也 東大・理 宮田隆志

共同研究学生 左近 樹 国立天文台 藤吉拓哉 共同研究学生 酒向重行

原始惑星系円盤中でのダストの鉱物学的変性過程がどのような時間スケールで進行するのかを調べるための研究

をおこなっている．太陽と同じ程度の重さの若い天体を３３天体観測した結果から，これらの天体では初期の段階か

ら結晶質シリケイトが含まれており，結晶化が既に原始星の段階でおきていたことを明らかにし，また円盤の進化

とともにサイズの大きなダストの割合が増える傾向があることを示した．

Ⅱ−2−b−27

彗星から放出されるダスト粒子の鉱物学的組成の研究

国立天文台 渡部潤一 東大・理 宮田隆志 東大・理 尾中 敬

助教授 片 宏一 茨城大・理 岡本美子 国立天文台 大坪貫文

共同研究学生 本田充彦 共同研究学生 酒向重行

国立天文台 山下卓也 国立天文台 藤吉拓哉

地上望遠鏡を用いた中間赤外線分光観測により彗星から放出されるダストの１０ミクロン帯のシリケイトスペクト

ル観測から結晶化したシリケイトの存在を確認した．これは彗星の形成されたときの原始太陽系円盤におけるダス

トの鉱物学的組成の中に既に結晶化シリケイトが含まれていたことを示す．

Ⅱ−2−b−28

Vega型星のダスト粒子の起源と変性の観測的研究

助教授 片 宏一 国立天文台 山下卓也 東大・理 宮田隆志

共同研究学生 本田充彦 国立天文台 渡部潤一 共同研究学生 酒向重行

共同研究学生 左近 樹 国立天文台 藤吉拓哉

茨城大 岡本美子 東大・理 尾中 敬

主系列星でありながら周囲に塵の円盤を持っている天体である Vega型星の中でも，最も塵の多い天体の一つで

ある画架座ベータ星について波長１０ミクロン帯のシリケイトスペクトル観測の結果から，この天体の周囲のダスト

の空間的な構造を調べた．そして小さなダスト粒子がリング状の場所から供給されていることを示し，ここに微惑

星のベルトがあることを提唱した．またこの天体での結晶化シリケイトが中心星のすぐ近傍に限られて存在してい

ることを発見した．

Ⅱ−2−b−29

赤外線モニター観測装置による赤外線天体の観測

名誉教授 奥田治之 教 授 中川貴雄 金沢大・理 村上敏夫

教 授 村上 浩 助教授 松原英雄 金沢大・理 米徳大輔

客員教授 芝井 広 派遣職員 成田正直 国立天文台 小林行泰

２００３年度に，赤外線モニター観測装置（口径１．３m反射望遠鏡）に対してガンマ線バーストのアフターグロー観

測に用いるのに必要な改修を実施し，観測を開始した．２００４年度は，引き続きガンマ線バースト観測を継続した．
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Ⅱ−2−b−30

北黄極領域の多波長サーベイ観測による銀河・銀河団進化の研究

教 授 中川貴雄 大学院学生 今井弘二 ソウル大 D. C. Kim

助教授 松原英雄 大学院学生 伊原千晶 韓国天文台 S. Pak

助 手 和田武彦 国立天文台 有本信雄 ケント大 高木俊暢

助 手 松浦周二 国立天文台 児玉忠恭 ケント大 S. Serjeant

客員外国人研究員 C. P. Pearson 岩手大・人文 花見仁史 ケント大 G. White

宇宙利用推進本部 度會英教 東大・理 大内正己 ハワイ大 P. Henry

招聘職員（研究員） 大山陽一 東大・理 大薮進喜

大学院学生 金 宇征 東北大・理 田中 壱

大学院学生 藤代尚文 ソウル大 H. M. Lee

銀河の誕生とその進化，銀河団の形成とその進化，そして大規模構造形成の歴史の解明を目標として，可視光・

近赤外線から電波にわたって連携した多波長広域サーベイ観測プロジェクトを開始した．２００４年度は，２００３年度に

引き続いて国立天文台ハワイ観測所のすばる望遠鏡を用いて，北黄極付近の２８分×３４分角の領域にわたり可視光バ

ンド（V，z’）及び狭帯域フィルターによる非常に深い撮像サーベイ観測を実施した．さらに，同じ領域について

キットピーク天文台の２m望遠鏡の赤外線カメラを用いて，J及び Kバンドの撮像観測も行った．またこの領域で

は，２００５年の打ち上げを目指すわが国の赤外天文衛星「ASTRO−F」により近～遠赤外ディープサーベイを行う予

定である．

Ⅱ−2−b−31

盾座 R星の一酸化珪素メーザー観測

助 手 山村一誠 大学院学生 渡辺健太郎

マンチェスター大学 松浦美香子 大学院学生 伊原千晶

盾座 R星は，牡牛座 RV星型と分類される変光星である．この方の変光星は反規則的に弱い極小と強い極小を

繰り返す光度曲線を示すのが特徴である．我々は２００２年に，この星の ISO衛星の短波長分光器（SWS）のデータ

の解析から，この星が脈動による大気外層を形成していることを見いだした．一酸化珪素（SiO）メーザーは，こ

のような大気外層が発達した星からほぼ選択的に検出されるものである．２００４年４月に野辺山４５m電波望遠鏡を

用いて行った観測で，盾座 R型星から強いメーザーを検出した．これは，この方の変光星としてはもちろん世界

初であるが，同時に SiOメーザーが検出された星としては表面温度が最も高い例として記録される．

Ⅱ−2−b−32

大小マゼラン銀河中の赤外変光星探査

宇宙航空プロジェクト研究員 板 由房 東大・理 松永典之 名大・理 IRSF／SIRIUSチーム

東大・理 田辺俊彦 東大・理 中田好一

赤外変光星は，太陽の０．８から８倍程度の質量をもった中小質量星が，進化の末に一生を終えようとしている天

体である．大小マゼラン銀河の距離は既知であり，両銀河に属する星の絶対等級が容易に解るので，元々どの程度

の質量を持った星が進化した姿かを大雑把に知る事ができる．このような理由から，大小マゼラン銀河中の赤外変

光星を観測すれば，我々の太陽を含む，中小質量星がどのように進化し，死んでいくかを調べる事ができる．

上記の目的で，２０００年１２月より，南アフリカ天文台に設置された IRSF／SIRIUS赤外望遠鏡を用いて数平方度の

領域を，時間をおいて何度も観測するモニター観測を継続しており，これまでに数百星もの赤外変光星を発見し

た．変光周期の長い物（千日以上）の変更周期を得るため，２００５年度も引き続き観測を行う．
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Ⅱ−2−b−33

「Spitzer」による近傍楕円銀河の観測

助 手 金田英宏 東大・理 尾中 敬

米国の赤外線天文衛星「Spitzer」に搭載された中間赤外線分光装置（IRS），および中間・遠赤外線撮像装置

（MIPS）を用いて，近傍楕円銀河の観測を行った．観測ターゲットとして，典型的な X線で明るい楕円銀河を５

個，暗い楕円銀河を２個，選んだ．前者は，その星間物質が高温プラズマの影響を強く受けていると思われる．２００４

年度は，そのうちの約半数のターゲットの観測を行い，基本的なデータ処理を終え，初期成果を得た．

Ⅱ−2−b−34

面分光のためのイメージスライサーの開発研究

助教授 片 宏一 国立天文台 大坪政司

次世代赤外線天文衛星のみならず，小型衛星や地上望遠鏡でも有用になると思われるイメージスライサーの試作

と性能評価を行っている．これはスリット状の薄い鏡を少しずつずらして重ねて配置し，このミラーで天体の像を

分離して一つのスリット状に再結像するものである．今年度はガラス研磨によってスライスミラーの試作を行い，

その形状を測定するとともに，回折効果を測定するための測定次具を整備した．

Ⅱ−2−b−35

太陽系外天体の黄道光観測のための観測装置開発

助教授 片 宏一 教 授 村上 浩 助 手 和田武彦

太陽系外惑星科学の展開（科学研究費特定領域研究）の計画研究「系外黄道光検出に向けた赤外線検出器技術の

研究」において開発している検出器を用いた観測装置開発を始めた．今年度は検出器開発と装置開発の両方に用い

る極低温冷却チャンバーを製作した．

Ⅱ−2−b−36

ロケットによる近赤外宇宙背景放射の観測計画

教 授 松本敏雄 名大・理 川田光伸 韓国天文台 S. Pak

助教授 松原英雄 カリフォルニア工科大学／ジェット推進研究所 J. Bock

助 手 松浦周二 カリフォルニア大学サンディエゴ校 B. Keating

助 手 和田武彦 韓国天文台 D. Lee

IRTSによる観測の結果，近赤外宇宙背景放射の明るさは，これまでに知られている銀河の重ね合わせで得られ

るものの数倍に相当し，宇宙初期にまだ知られていない膨大なエネルギー発生があったことが分かった．また，宇

宙背景放射強度は可視域から近赤外にかけて急激に増大していることが見出され，この急峻なスペクトル形状は，

宇宙第一世代の星が発した紫外線放射が赤方偏移して観測されたものとして解釈できることが分かった．さらに，

近赤外宇宙背景放射は大きな空間的ゆらぎを示し，銀河形成以前の宇宙初期の構造形成を反映していると考えられ

た．我々は，これらの結果に基づき，宇宙背景放射の可視・近赤外スペクトルと空間的ゆらぎを IRTSよりも高い

精度で測定するロケット観測計画（Cosmic Infrared Background ExpeRiment：CIBER）を検討した．２００４年度は，

NASAのロケット観測プログラムに本計画を提案し，採択された．また，ロケット搭載観測装置の検討を行ない，

その開発計画をスタートさせた．

Ⅱ−2−b−37

ソーラーセイル計画における赤外線宇宙背景放射観測の検討

助 手 松浦周二 助教授 松原英雄

教 授 松本敏雄 助 手 和田武彦

IRTSによる観測により，近赤外宇宙背景放射が銀河形成以前の宇宙初期の天体進化と構造形成に関する重要な
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情報を含んでいることが明らかになった．しかし，このような観測データには，黄道光（太陽系の惑星間ダストに

よる太陽散乱光）が前景成分として大きく寄与しており，その差し引き精度が宇宙背景放射の測定精度を決定して

いる．そこで，我々は次期工学試験衛星の侯補であるソーラーセイルに理学観測機器として赤外分光測光器を搭載

し，惑星間ダスト密度が充分低い小惑星帯以遠にて宇宙背景放射を観測することを提案した．２００４年度は，本観測

計画と「ASTRO−F」や CIBERロケットで取得されるデータを相補的に扱うことにより総合的に赤外線宇宙背景放

射を研究する方法についての検討を進めた．

ｃ．宇宙プラズマ研究系

Ⅱ−2−c−1

「あけぼの」（EXOS−D）によるオーロラ粒子観測

教 授 向井利典 神戸大 賀谷信幸 国立極地研究所 江尻全機

京大・理 町田 忍 情報通信研究機構 佐川永一 国立極地研究所 山岸久雄

情報通信研究機構 小原隆博 情報通信研究機構 三宅 亙 国立極地研究所 宮岡 宏

助教授 齋藤義文 客員助教授 平原聖文

１９８９年（平成元年）２月２２日に打ち上げられた「あけぼの」には，オーロラ粒子の加速機構の解明を主たる目的

とした低エネルギー粒子観測器（LEP）が搭載されている．LEPの主要機能は，電子（１０eV～１６keV）及びイオン

（１３eV／e～２０keV／e）のエネルギー・ピッチ角分布を測定し，イオンについてはその質量分析を行うことである．

また，波動，粒子相互作用の研究の為，粒子フラックスの HF及び VLF帯における変動スペクトルの計測も行う．

現在まで，観測器の機能は全て順調で磁気圏物理に関する幾つかの新しい知見が得られているが，なかでもカスプ

の粒子降下現象に関する物理機構，電離層起源のイオン加速機構，極冠域の粒子降下と磁気圏構造，沿磁力線電流

の坦体荷電粒子の同定について大変興味ある結果が得られている．

Ⅱ−2−c−2

「GEOTAIL」による磁気圏プラズマの観測

教 授 向井利典 教 授 前澤 洌 助教授 齋藤義文

客員助教授 平原聖文 京大・理 町田 忍 客員教授 星野真弘

東大・理 寺沢敏夫

「GEOTAIL」に搭載されている低エネルギー粒子観測装置（LEP）は，初期観測で素晴らしい結果を見せた直

後に電子回路の一部がラッチアップするという不慮の事故のために観測不能の状態が続いていたが，１９９３年（平成

５年）９月１日に行われた特殊オペレーションによって回復し，９月中旬から観測を再開した．その後，磁気圏尾

部及びその境界面，磁気圏前面の境界層，衝撃波，磁気シース領域，上流の太陽風におけるプラズマ観測から多く

の新しい現象が発見され，同衛星に搭載されている他の観測装置をはじめ，他衛星／地上観測との同時観測による

共同研究が行われている．所内教官が中心になって行った研究概要は他項にも述べられているが，その他に特記す

べき研究項目を挙げると，例えばプラズマシート境界層近傍のプラズマ波動現象，昼間側の低緯度境界層，磁気圏

境界面における磁力線再結合過程，上流の湾型衝撃波，等の研究が本プラズマ観測データを用いて行われている．

Ⅱ−2−c−3

固体検出器による１－１００keV電子計測技術の研究

大学院学生 小笠原桂一 助教授 齋藤義文 助 手 高島 健

教 授 向井利典 助 手 淺村和史

本研究では APD（Avalanche Photodiode）という半導体素子を用いて，今日まで検出素子の技術上の問題から正

確な観測が困難だった１－１００keVの中エネルギー電子をターゲットにした新型電子センサー開発を目指してい
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