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「ASTRO−EⅡ」の開発

教 授 井上 一 客員教授 村上敏夫 助教授 山田隆弘

教 授 長 文昭 助教授 堂谷忠靖 助教授 曽根理嗣

教 授 國枝秀世 助教授 山崎典子 客員助教授 林田 清

教 授 満田和久 助教授 石井信明 主任研究員 澤井秀次郎

教 授 高橋忠幸 助教授 加藤隆二 助 手 藤本龍一

教 授 上杉邦憲 助教授 橋本樹明 助 手 上田佳宏

教 授 川口淳一郎 助教授 橋本正之 助 手 尾崎正伸

教 授 齋藤宏文 助教授 廣 和之 助 手 前田良知

教 授 田島道夫 助教授 水野貴秀 助 手 中澤知洋

教 授 的川泰宣 助教授 峯杉賢治 助 手 大西 晃

教 授 山本善一 助教授 山川 宏 助 手 坂井真一郎

助 手 田村隆幸 埼玉大・理 田代 信 名大・理 田原 譲

技術職員 加藤輝雄 東大・理 牧島一夫 名大・理 小賀坂康志

技術職員 志田真樹 東大・理 国分紀秀 名大・理 田村啓輔

技術職員 太刀川純孝 都立大・理 大橋隆哉 名大・理 古澤彰浩

技術職員 中部博雄 都立大・理 石田 學 京大・理 小山勝二

技術職員 本田秀之 都立大・理 石崎欣尚 京大・理 鶴 剛

技術職員 廣川英治 立教大・理 北本俊二 京大・理 松本浩典

技術職員 前田行雄 東工大・理工 河合誠之 阪大・理 常深 博

派遣職員 井上浩三郎 東工大・理工 片岡 淳 広大・理 深沢泰司

派遣職員 水野 康 青山大・理工 吉田篤正 愛媛大・理 粟木久光

金沢大・理 米徳大輔 青山大・理工 山岡和貴 他「ASTRO−Ⅱ」チーム

第２３号科学衛星「ASTRO−EⅡ」は，世界で初めて X線マイクロカロリーメータを搭載し，従来の X線 CCD検

出器に比べて２０倍近く高いエネルギー分解能を達成する，我国５番目の X線天文衛星である．また，X線望遠鏡

の他に硬 X線検出器を搭載し，０．２－６００キロ電子ボルトという広帯域でこれまでにない高い感度の X線・軟ガン

マ線観測を目指す．２００４年度には総合試験を行い，フライトに向けた最終準備を終了した．総合試験で行った主な

項目としては，機械噛み合わせ試験，衛星ベーキング，電気系総合試験，光学ベンチ伸展試験，対ロケット噛み合

わせ試験，熱真空試験，電源系総合試験，機械環境試験，アラインメント計測，などがある．「ASTRO−EⅡ」では，

モーメンタムホイールなど一部の機器が「ASTRO−E」から変更になっており，また，新たに機械式冷凍機が搭載

されるなどしている．これら変更点については，特に念入りに試験を行なった．その結果，熱真空試験で電源系と

観測機器の間に電気的な干渉が見られるなど，いくつか改善すべき点が明らかになったが，これらはすべて総合試

験中に解決することができた．また，総合試験と並行して，科学衛星点検チームによる「ASTRO−EⅡ」の総点検

が行われた．その結果，打ち上げスケジュールに影響するような重大な問題は指摘されなかったが，より信頼性を

増すための要検討事項として２１項目，要対策事項として１０項目の指摘があった．これら指摘項目については，適切

な対策と検討を行った上で，総合試験および追加の衛星試験でいずれも解決させることができた．一方，打ち上げ

後の一般観測に備えて観測運営委員会を組織し，日米を初めとする全世界に向けて一般公募観測の募集を行った．

アジア地域を含む全世界から観測可能時間の３倍を越える応募があり，天体種別毎の専門家による査読結果をもと

に，観測予定天体の選定を行った．先に科学作業グループによって選ばれた初期観測天体とともに，「ASTRO−E

Ⅱ」の能力を最大限に引き出せる観測天体が選定できたものと考えられる．
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「ASTRO－EⅡ」搭載 X線望遠鏡 XRTの開発

名大・理 山下廣順 名大・理 山田伸明 大学院学生 伊藤昭治

名大・理 田原 譲 名大・理 中村智一 大学院学生 井上裕彦

名大・理 小賀坂康志 都立大・理 石田 學 大学院学生 岡田俊策

名大・理 田村啓輔 都立大・理 早川 彰 大学院学生 横山裕士

名大・理 古澤彰浩 都立大・理 大熊 哲 大学院学生 伊藤由美

名大・理 柴田 亮 教 授 國枝秀世 大学院学生 榎原匡俊

名大・理 幅 良統 助 手 前田良知 NASAゴダード宇宙飛行センター

名大・理 田中 武 大学院学生 伊藤 啓

名大・理 内藤聖貴 大学院学生 森 英之

名大・理 酒井千晶 大学院学生 飯塚 亮

２００５年打ち上げ予定の X線天文衛星「ASTRO−EⅡ」に，口径４０cm，焦点距離４．７５m／４．５mの５台の X線望遠鏡

（X−Ray Telescope, XRT）を搭載する．ウォルターⅠ型を円錐近似した光学系を採用し，母線長さ１００mmの極めて

薄い（１８０μm）反射鏡を多数同心円上に並べて大面積が得られるようにした．その結果，一台あたりの重量がわ

ずか２０kgという軽量で，有効面積は３００cm２超える開口率を達成した．結像部をになうこの望遠鏡本体部分と，迷

光防止用に取り付けられた前置型コリメータが組み合わされ，光学系全体を形成する．また，望遠鏡の結像性能は

熱ひずみに敏感なので，最前部に X線透過型サーマルシールド，側面部にはヒーター・多層断熱材を組み合わせ

た低電力温度制御機構を導入した．

望遠鏡本体は米国 NASAゴダード宇宙飛行センター，プリコリメータは宇宙科学研究本部，サーマルシールド

は名古屋大，熱計装全般は NEC東芝スペースシステムで開発・製作を行った．
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「ASTRO－EⅡ」搭載 X線分光装置 XRSの開発

教 授 満田和久 都立大・理 大橋隆哉 他「ASTRO−EⅡ」XRSチーム

助教授 山崎典子 都立大・理 石田 學

助 手 藤本龍一 都立大・理 石崎欣尚

特別研究員 古庄多恵 NASA/GSFC R.Kelley

２００５年打ち上げ予定の「ASTRO−EⅡ」に搭載される X線分光装置（X−Ray Spectrometer, XRS）は，世界で初め

て衛星に搭載される X線マイクロカロリメータであり，絶対温度６０ミリ度という極低温で動作させることによ

り，６キロ電子ボルトの X線に対して半値全幅で６電子ボルトという極めて優れたエネルギー分解能を実現す

る．そのために，機械式冷凍機，固体ネオン冷凍機，超流動液体ヘリウム冷凍機，断熱消磁冷凍機の４段の冷凍機

を有している．XRSは日米国際協力により開発され，X線検出器部（検出器，断熱冷凍機，液体ヘリウム冷凍機）

と信号処理回路は米国，固体ネオン冷凍機，X線検出器部と固体ネオン冷凍機を収めるデュワー，機械式冷凍機，

X線強度を調節するためのフィルターホイール，電源は日本が担当する．米国側で製作を行なった XRS検出器部

は２００４年３月に日本に輸送され，日本側が製作する固体ネオンデュワー内に組み込まれた．２００４年度は，ネオン

デュワーの最終組み立て（その中には，米国担当のフィルターアセンブリーの組み込みも含む），単体性能試験と

環境試験を行った後，総合試験中の衛星に搭載し，衛星上での性能試験・環境試験などを行った．これらの試験の

結果，衛星搭載状態で６電子ボルトのエネルギー分解能が得られること，機械式冷凍機による振動が検出器の性能

にほとんど影響を与えない事，このため軌道上で３年の冷媒寿命が期待できる事が確認された．また，軌道上で検

出器のエネルギースケールを較正するためにフィルタホイールに搭載するカルシウム線源については米国から提供

を受け，フライト品パッケージへの詰め替え作業を完了し，鉄線源とともに，フィルタホイールへの搭載を完了し

た．XRSの全コンポーネントについて衛星総合試験でフライトに問題のないことを確認した．
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「ASTRO－EⅡ」搭載 X線 CCDカメラ XISの開発

助教授 堂谷忠靖 京大・理 小山勝二 愛媛大・理 粟木久光

客員助教授 林田 清 京大・理 鶴 剛 理 研 馬場 彩

助 手 尾崎正伸 京大・理 松本浩典 マサチューセッツ工科大学

特別研究員 村上弘志 阪大・理 常深 博 他「ASTRO−EⅡ」XISチーム

立教大・理 北本俊二 阪大・理 鳥居研一

工学院大 幸村孝由 阪大・理 並木雅章

X線 CCDカメラ（X−ray Imaging Spectrometer, XIS）は，「ASTRO−EⅡ」搭載 X線望遠鏡の焦点面検出器のひと

つで，合計４台（表面照射型３台，背面照射型１台）が搭載される．XISは，X線 CCDを用いた撮像型検出器で，

高い位置分解能と広い視野，適度なエネルギー分解能を兼ね備えている．XISカメラのベース部とアナログ回路部

はマサチューセッツ工科大学が担当し，カメラのボンネット部とデジタル信号処理系は日本側が担当してい

る．２００４年度は「ASTRO−EⅡ」の総合試験の一環として，衛星搭載状態での機能および性能の確認を行った．ク

リーンルーム内での総合電気試験では，CCDをノミナル動作温度まで冷却できないので，電荷を逆転送させるこ

とでノイズ特性の確認を行った．この結果，他の観測機器や共通系機器との間に特に干渉もなく，単体試験時の性

能が得られていることが確認できた．また，熱真空試験では，ペルチェ素子の冷却性能，冷却時の CCDのノイズ

特性，ドア展開機構，電磁バルブの動作，などの確認を行い，フライト状態での性能確認と可動部の動作確認を行っ

た．特に，ペルチェ素子については，要求電力より小さな消費電力でノミナル動作温度である－９０℃を達成できる

ことがわかった．これは，軌道上での動作温度の選択範囲が広がることを意味し，放射線損傷等の経年変化に対応

することが容易になる．
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「ASTRO−EⅡ」搭載硬 X線検出器 HXD−Ⅱの開発

教 授 高橋忠幸 大学院学生 田村健一 埼玉大・理 田代 信

助 手 中澤知洋 大学院学生 岸下徹一 阪大・理 能町正治

大学院学生 渡辺 伸 大学院学生 武田伸一郎 金沢大・理 村上敏夫

大学院学生 佐藤悟朗 大学院学生 蛭田達郎 金沢大・理 米徳大輔

大学院学生 三谷烈史 東大・理 牧島一夫 理 研 寺田幸功

大学院学生 田中孝明 東大・理 国分紀秀 青山大・理工 山岡和貴

大学院学生 大貫宏祐 広大・理 深沢泰司

硬 X線検出器（Hard X−ray Detector Ⅱ, HXD−Ⅱ）は，「ASTRO−EⅡ」のミッション機器のひとつとして開発が

行われており，１０－６００キロ電子ボルトの宇宙硬 X線の観測を目的とした装置である．HXDは「井戸型フォスウ

イッチカウンタ」と呼ばれ，バックグラウンドを非常に低くおさえる工夫をした日本独自の検出器である．井戸型

フォスウイッチカウンタではシールド部を井戸型に加工し，その中に検出部を埋め込む構造になっており，小さな

検出部が，そのほとんどの立体角をアクティブなシールドによって囲まれるために，従来のものに比べてバックグ

ラウンドを除去する性能が圧倒的にすぐれている．ガンマ線の吸収効率の高い BGOシンチレータによって作られ

た井戸型のフォスウイッチカウンタは，検出器の下部方向からやってくるバックグラウンドのガンマ線を判定する

ばかりではなく，コリメータ（筒状の部分）でコンプトン散乱され，僅かなエネルギーをそこで失ってから GSO

シンチレータで残りのエネルギーを失ったようなガンマ線をも判定することができる．これは，従来の金属ででき

たコリメータを使っていた場合には，取り除くことができなかったバックグラウンドである．この検出装置の井戸

型のコリメータの底，信号検出用 GSOシンチレータの前には，厚さ２ミリのシリコン半導体検出器がおかれ，１０

キロ電子ボルトから６０キロ電子ボルトまでのエネルギー範囲をカバーする．HXD−Ⅱは，HXDの再製作版で，HXD

を製作したチームが引き続き製作にあたっている．この HXD−Ⅱによって，日本は，独自のガンマ線天文学に初め

て踏み出すことになる．２００４年度は，HXD−Ⅱのセンサーを衛星に搭載した上で，環境試験，ランニング試験など

２４１Ⅱ．研究活動



を行った．この結果，HXD−Ⅱが衛星上で正しく動作する事を実証し，その要求性能が，少なくとも地上試験にお

いては満たされている事を確認した．
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「ASTRO－EⅡ」搭載 X線望遠鏡 XRTの較正

名大・理 山下廣順 名大・理 幅 良統 都立大・理 石田 學

名大・理 田原 譲 名大・理 田中 武 都立大・理 早川 彰

名大・理 小賀坂康志 名大・理 内藤聖貴 都立大・理 大熊 哲

名大・理 田村啓輔 名大・理 酒井千晶 教 授 國枝秀世

名大・理 古澤彰浩 名大・理 山田伸明 助 手 前田良知

名大・理 柴田 亮 名大・理 中村智一 大学院学生 伊藤 啓

大学院学生 森 英之 大学院学生 岡田俊策 NASAゴダード宇宙飛行センター

大学院学生 飯塚 亮 大学院学生 横山裕士

大学院学生 伊藤昭治 大学院学生 伊藤由美

大学院学生 井上裕彦 大学院学生 榎原匡俊

宇宙科学研究本部の３０mX線ビームラインを用いて，X線望遠鏡（XRT）のフライト品の地上較正試験を推し進

めた．２００４年度中に５台すべてとスペア１台の較正試験が終了し，一台あたりの有効面積として，５キロ電子ボル

トで３００cm２以上が達成できていることを確認した．結像性能は，全光量の半分が含まれる直径（Half Power Diame-

ter）にして約１．８分角であり，前 X線天文衛星「あすか」に搭載された望遠鏡（３．５分角）より２倍程度向上して

いる．また，視野以上に広がった天体の観測の妨げとなる視野外からの迷光成分を約一桁以上低減できることを実

証した．

大型放射光施設 Spring−８での金の光学定数測定を進めている．金は望遠鏡の鏡面に使われている物質で，その光

学定数により X線の反射率が決まる．２キロ電子ボルト付近のM吸収端において既存のテーブルより一桁以上良

い１電子ボルト程度の精度で吸収端のエネルギーを決めることができた．
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「ASTRO－EⅡ」搭載 X線分光装置 XRSの較正

教 授 満田和久 都立大・理 石崎欣尚 NASA／GSFC C.Kilbourne

助教授 山崎典子 都立大・理 森田うめ代 他「ASTRO−EⅡ」XRSチーム

助 手 藤本龍一 宮崎大・工 山内 誠

特別研究員 古庄多恵 宮崎大・工 山本幹生

大学院学生 竹井 洋 理 研 太田直美

都立大・理 大橋隆哉 NASA/GSFC R.Kelley

２００５年打ち上げ予定の「ASTRO−EⅡ」搭載 X線分光装置 XRSの較正試験を米国 NASAゴダード宇宙飛行セン

ター（NASA／GSFC）にて行なった．XRSは衛星に搭載される世界初の X線マイクロカロリメータアレイであり，

極めて優れたエネルギー分解能と高い検出効率をあわせ持つ検出器である．その性能を十分に引き出すためには，

地上における較正試験が重要である．今年度は，XRSとして完成状態での単体機能試験，衛星搭載状態での機能

試験の中でデータを蓄積し，装置の較正データを取得した．試験の結果，ほぼすべてのピクセルで６キロ電子ボル

トの X線に対して６電子ボルト（半値全幅）という高いエネルギー分解能が実現できていることを確認した．ま

た，断熱式冷凍機の再励磁後のデュワー内の温度変化に起因する応答関数の時間変化に関するデータも取得した．

これらの結果に基づいて，米国のグループと共同で検出器の応答関数等の作成を進めている．
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Ⅱ−4−h−8

「ASTRO−EⅡ」搭載 X線 CCDカメラ XISの較正

助教授 堂谷忠靖 京大・理 鶴 剛 阪大・理 勝田 哲

客員助教授 林田 清 京大・理 松本浩典 阪大・理 宮内智文

助 手 尾崎正伸 京大・理 中嶋 大 阪大・理 松浦大介

特別研究員 村上弘志 京大・理 山口弘悦 愛媛大・理 粟木久光

宇宙航空研究員 片山晴善 阪大・理 常深 博 マサチューセッツ工科大学

立教大・理 北本俊二 阪大・理 鳥居研一 他「ASTRO−EⅡ」XISチーム

工学院大 幸村孝由 阪大・理 並木雅章

京大・理 小山勝二 阪大・理 東海林雅幸

「ASTRO−EⅡ」搭載 XISは，CCDを用いた撮像型の検出器で，高い精度の位置情報と同時に適度な分解能のエ

ネルギー情報も取得することができる．位置情報はピクセルの配置で決まり不定性の入る余地がほとんどないのに

対し，エネルギー情報を有効に活用するには精度の高い較正情報が不可欠である．２００４年度は，（１）データ解析に

用いる各種パラメータの最適化，（２）応答関数のパラメータの決定，（３）機上での CCD較正手法の検討，（４）放

射線損傷進行時のデータ補正手法の開発，などを行った．２００３年度末から開始した較正実験は，２００４年度に完了

し，フライトモデル４台とスペア２台の計６台分の較正データを取得することができた．６台のうちの２台は

「ASTRO−EⅡ」ではじめて搭載される裏面照射型 CCD素子を使用しており，これまでの表面照射型 CCD素子と

は異なるデータ処理の手法が必要である．新たに，電荷もれ補正，可変スプリット閾値といった方法を開発し，ハー

ドウェアの性能を最大限に生かす工夫を行った．このデータ処理方法を使用し，（１）エネルギースケール，（２）エ

ネルギー分解能，（３）単色 X線の輝線プロファイル，（４）絶対検出効率，など応答関数に必要なパラメータを決

定した．一方，CCDは軌道上で放射線損傷を受けるため，その性能が徐々に劣化していく．人工的に放射線損傷

を与えた CCDを用い，「ASTRO−EⅡ」になって新たに CCDに付加された電荷注入機能をもちいて，軌道上で CCD

の較正を行う方法の開発を行った．この方法によれば，軌道上でもある程度詳細な較正情報を得ることができる．

これら較正実験をもとに決定された応答関数は「ASTRO−EⅡ」のデータ解析を行う全ての研究者に提供される．

Ⅱ−4−h−9

「ASTRO−EⅡ」搭載硬 X線検出器 HXD−Ⅱの較正

教 授 高橋忠幸 大学院学生 田村健一 埼玉大・理 田代 信

助 手 中澤知洋 大学院学生 岸下徹一 阪大・理 能町正治

大学院学生 渡辺 伸 大学院学生 武田伸一郎 金沢大・理 村上敏夫

大学院学生 佐藤悟朗 大学院学生 蛭田達郎 金沢大・理 米徳大輔

大学院学生 三谷烈史 東大・理 牧島一夫 理 研 寺田幸功

大学院学生 田中孝明 東大・理 国分紀秀 青山大・理工 山岡和貴

大学院学生 大貫宏祐 広大・理 深沢泰司

２００５年に打ち上げ予定の「ASTRO−EⅡ」に搭載される硬 X線検出器（Hard X−ray Detector II, HXD−Ⅱ）は，１０

－６００キロ電子ボルトの宇宙硬 X線を観測する日本で最初の本格的な衛星機器である．HXDは，シールドを徹底

してバックグラウンド下げることで世界最高の感度を実現し，主検出部として，シリコンダイオードとシンチレー

タを組み合わせることで，広い観測帯域を実現しているのが特徴である．システムがやや複雑なため，その性能を

把握し，能力のすべてを発揮させるためには，検出器の正確な較正が欠かせない．２００４年度は，主に衛星全体の熱

真空試験において，検出器を軌道上運用温度（－２０℃）にした状態で最終性能を実測し，シリコンダイオード検出

器の電気的ノイズが十分に低く保たれて，１０キロ電子ボルトからの観測が可能な事を確認し，シンチレータも

HXD単体試験での性能を発揮できている事を確認した．さらに，バックグラウンドレベルを評価したところ，HXD

単体での試験と同等か，若干低いレベルであり，衛星上の各機器からの混入ガンマ線などによる感度劣化が，少な

くとも打ち上げ前まで見られない事を実測した．また，衛星全体の観測軸と，HXD−Ⅱの最適観測方向のずれを計
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測し，５分角以内という要求性能を満たしている事を確認した．

Ⅱ−4−h−10

「ASTRO－EⅡ」運用ソフトの開発

助教授 堂谷忠靖 助 手 上田佳宏 宇宙航空プロジェクト研究員 寺島雄一

助 手 藤本龍一 助 手 尾崎正伸

「ASTRO−EⅡ」では，専用のスケジューリングソフトで作られた短期観測計画をもとに，日々のコマンド計画

の作成を行う．衛星に対する運用要求は，各種「イベント」に対する「アクション」という形で構造化することが

できる．「ASTRO−EⅡ」を初めとする科学衛星では，この構造の表現に ORL（Operation Request Language）という

言語を用い，ORLで表現された運用要求ファイルを専用ツール ISACSでコンパイルすることでコマンド計画の作

成を行う．２００４年度は，運用要求ファイル作成支援ソフトの整備および ISACSの開発を昨年度から継続して行っ

た．ISACSについては，「ASTRO−EⅡ」搭載 DHUに対応したコマンド計画が作成できるように機能の追加を行

い，総合試験で使用するコマンド計画の作成を実地に行い，機能の拡充や操作性の改良を行った．また，運用要求

ファイル作成支援ソフトについては，（１）運用関連ソフトのライブラリ群の改訂，（２）「イベント」表示用を初め

とする各種グラフィックツールの整備，（３）短期観測計画とのインタフェースソフトの整備などの作業を行った．

Ⅱ−4−h−11

「ASTRO−EⅡ」データ解析ソフトウエアおよびパイプライン処理システムの開発

助 手 上田佳宏 理 研 寺田幸功

都立大・理 石崎欣尚 京大・理 松本浩典

「ASTRO−EⅡ」のデータ解析ソフトは大きくわけて，天文分野での標準的なデータ形式である FITSフォーマッ

トにテレメトリデータを変換する部分（mk1stfits）と，較正情報を用いて生データを物理量に変換する部分（criti-

cal ftools）からなる．後者のソフトウエア群は，NASAゴダード宇宙飛行センターと協力して，「HEADAS」とよ

ばれる解析ツールのパッケージに組み込まれ一般ユーザに供されることとなる．そこには観測計画を立てるために

必要な検出器シミュレータも含まれる．２００４年度は，これらのソフトを用いて衛星データを自動処理するためのパ

イプライン・プロセッシングを整備し，地上データを用いてテストを行なった．

ｉ．SOLAR−Bプロジェクトチーム

Ⅱ−4−i−1

第２２号科学衛星「SOLAR−B」及び搭載科学機器の開発及び試作

教 授 小杉健郎 国立天文台 常田佐久 京大・理 柴田一成

客員教授 渡邊鉄哉 国立天文台 桜井 隆 他「SOLAR−B」チーム

助教授 坂尾太郎 国立天文台 清水敏文

助 手 松崎恵一 国立天文台 原 弘久

２００６年度夏季の打上げを目指して，「SOLAR−B」フライトモデルの製作を進め，第一次噛み合せ試験を実施し

た．「SOLAR−B」は，０．２秒角の分解能で光球面のベクトル磁場を測定する可視光磁場望遠鏡（SOT），コロナの構

造とその変動を約１秒角で観測する軟 X線望遠鏡（XRT），コロナ域のプラズマ診断・速度場診断を行う極紫外線

撮像分光装置（EIS）の３つの観測機器を搭載し，コロナと光球とを結びつけて観測することで太陽大気における

磁気活動現象の総合的な研究を進め，超高温コロナの形成，太陽磁場コロナ活動の起源，天体プラズマの素過程を

解明する．これらの観測機器はいずれも日米または日英米の国際協力で製作している．衛星運用／データ解析に

は，欧州宇宙機関（ESA）がノルウェー宇宙センターのスバルバード局を提供して参加することになっている．日

本天文学会２００５年春季年会では「SOLAR−B」特別セッションを開催した．
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