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0 概算要求を行うかどうか
本計画は、すばる望遠鏡の概算要求 (特別経費 大型光学赤外線望遠鏡「すばる」共同利用研究)の実
施計画中で、2011(H23)年度から、
「次世代の波面補償光学装置開発に向けた具体的計画を立案」(2011年度)
「次世代の波面補償光学装置開発に向けた具体的な計画の立案と検討を開始する。」(2012年度)
といった文言で盛り込まれている。

本計画の全体を概算要求の中で実現することは、現在の国立天文台などの状況から困難であると
考えており、特に補償光学系や観測装置の開発・製作の予算は主として競争的資金および国際協力に
よって調達することを想定した検討を進めている。一方で、特にすばる望遠鏡の改造としては概算要
求の枠組みでの実行も十分に検討に値するものであると考えている。

本計画は全体で 40–60億円規模の計画であり、単一の競争的資金でまかなう規模を超えている。な
おかつ、日本の光赤外線天文学の基幹装置である すばる望遠鏡自体の性能の大幅な向上を達成する
ものであるという性質も踏まえ、学術会議天文学・宇宙物理学分科会での評価の俎上にあげて頂くこ
とを希望するものである。
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すばる望遠鏡 次世代広視野補償光学システム: 計画説明のサマリ

• すばる望遠鏡に可変副鏡を用いた接地層補償光学系 (Ground Layer AO)を導入し、これに対応
した広視野近赤外線撮像分光装置を開発する

• HSTに匹敵する解像度、望遠鏡口径 2倍相当の感度向上1、6倍の広視野化2を達成

• 2020年代におけるすばる望遠鏡の赤外線基幹観測装置。広視野装置によるサイエンスという す
ばるの最大の特長を発展させる、世界的にもユニークな装置

• 遠方銀河の大規模サーベイによる銀河進化史の全貌解明、超遠方銀河の探査と宇宙再電離の探
究をはじめ、多様なサイエンスの展開が可能。

• 観測天体サンプルの形成、技術基盤形成など、TMTとの高い親和性

• コミュニティでの検討を母胎とし、ワークショップ等を通じて幅広い研究者に開かれた検討を
行っている

• 2020年の完成を目指す。主に複数の競争的資金と国際協力によって予算獲得を目指す

1点源について
2現行の近赤外線撮像分光装置MOIRCS に対して
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1 学術的評価
1.1 計画概要
本計画では大きく分けて以下の二つのコンポーネントを開発する。

• 地表層補償光学システム: 可変形副鏡を搭載し、複数レーザーガイド星および波面センサによっ
て直径>20分角にわたり大幅なシーイング改善を可能にする

• 広視野近赤外線撮像分光装置: すばる望遠鏡カセグレン焦点に取り付ける近赤外線装置を開発
し、視野直径約 15分角の高解像度広視野撮像・多天体分光観測を可能にする

地表層補償光学系 (Ground Layer Adaptive Optics; 以下GLAO)により、従来は典型的にK-band
で 0.4秒角程度であった星像が 0.2秒程度になる。可視光の長波長側 (> 0.6µm)から中間赤外線に至
るまで、全体的にシーイングが改善される。これにより、特に点源や遠方銀河のようなコンパクトな
天体では 1等弱の感度改善が期待でき、これまでのすばる望遠鏡の限界を超えた深宇宙の探査が可能
になる。また、ひろがった天体に対しても従来よりも約 2倍シャープな像を得ることができるので、
内部構造をより詳細に探究できる。

1.2 科学目標
地表層補償光学システムは、近赤外線領域で広い視野にわたり高解像度かつ高感度の撮像・分光観測
を可能にするため、様々な分野において新たなサイエンスの展開が期待される。以下二つの節では、
銀河の形成・進化研究分野における「二つの柱」を概説する。

1.2.1 最盛期の銀河形成を解剖する：高空間分解-撮像分光-大規模探査

すばる望遠鏡をはじめとする 8–10m級望遠鏡などの活躍によって、宇宙が現在の 1/10の年齢にも満
たない時代から現在に至るまでの銀河の観測が進められ、宇宙における大局的な銀河形成の歴史が明
らかになってきた。宇宙年齢約 20-50億年 (z ∼ 1 − 3) の時代に宇宙全体としての、あるいは個々の
銀河の平均的な星形成量はピークに達し (銀河の「激進化」時代)、その後ゆるやかに星形成活動は
減退してきた。この間に個々の銀河の恒星質量は増え続け、同時に楕円銀河、渦巻き銀河といった現
在の宇宙にみられる銀河の形態が発現してきた。しかし、このような大局的な銀河形成の歴史の背後
で何が星形成活動を支配し、銀河の形態を決定していくのか、その物理過程については未解明の部分
が極めて多い。これは、技術的な制約としては、遠方銀河は「点」として観測できるにとどまり、そ
の内部でどのような物理が働いているかを直接観測することができなかったことに大きな問題があっ
た。近年の補償光学と面分光装置技術の発達によって、遠方銀河における内部構造を分解した観測が
可能になりつつある。
撮像観測では、銀河の形態の情報 (サイズ、輝度プロファイル、非対称性、色分布など)を知るこ

とができる。GLAOを用いた近赤外線の撮像観測のシミュレーションを行ったところ、特に銀河の
有効半径の測定について、従来の観測よりも暗い中小質量の銀河まで測定が可能になることが分かっ
た (Fig. 1)。質量の異なる多数の銀河について、様々な時代の銀河を調べることで、星質量の蓄積と
銀河サイズ、形態の進化のパスを描き出すことが期待できる。また、宇宙望遠鏡とは異なり、必要に
応じた狭帯域フィルタを追加して観測できることも大きな強みである。対象の赤方偏移した輝線にあ
わせた狭帯域フィルタによって多数の銀河の星形成活動をマッピングする観測が期待できる。
分光観測では、星形成量、ダスト量、金属量、ガスの運動状態、銀河間空間へのアウトフローの様

子など、極めて豊富な情報を得ることができる。特に近赤外線での遠方銀河の分光観測は、静止系可
視光の波長域に対応するので、近傍宇宙の可視光での観測と直接比較し進化を論じるために重要であ
る。広視野化・高感度化による 5倍以上の観測効率の向上で、従来の観測では低かった統計的信頼性
の向上、およびより暗い (∼=より低質量の)銀河を含めた探査が可能になる。レガシーサーベイによ
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り他の追随を許さない 1,000個規模のサンプルの分光データによって、銀河進化史の全貌を明らかに
することを目標とする。
さらに、面分光観測を行うと、空間 2次元+波長方向の 3次元データを効率良く取得できる。既に

8–10m級望遠鏡で z <∼ 3の銀河の面分光による観測が進められているが、これまでの観測は活発な星
形成を行っている明るい銀河に集中してきた。また従来の装置では面分光観測は一度に 1つの天体に
対してしか行うことができなかったため、サンプル数は限定されており、統計的な議論を行うに至っ
ていない。大幅にサンプル数を増やすことは、望遠鏡時間のコストからみて今後も容易ではないと考
えられる。そこで、GLAOと組み合わせた超広視野近赤外線装置で、多数の天体に対して一度に面分
光観測を行うことができれば、世界に類を見ない強力な観測となる。新装置の視野あたり数十から百
個程度の対象銀河が存在するので、multiplicity を上げればあげるほど効率的な観測が可能である。

Figure 1: (左) 赤方偏移 2付近の銀河の撮像データに対するプロファイルフィットの結果。GLAOを
用いた測定のシミュレーション (赤○)では、ナチュラルシーイング (+印) では正しく計測できない
Effective Radiusが精度良く求められている (右側の図)。(右) 赤方偏移 2付近の銀河の面分光観測の
シミュレーション。ナチュラルシーイングでは銀河の回転や速度分散のプロファイルが失われている
が、GLAOでは、回折限界よりも精度は落ちるが再現されている。

また、銀河の進化はその存在する環境に大きく依存することが知られているが、銀河団/原始銀河
団をその周縁部まで含めて観測することで、環境効果が個々の銀河の進化にどのように影響を与える
かを系統的に調査することが可能になる。これは広い視野をもつGLAO+新装置の強みを非常によく
活かす観測となるだろう。z ∼ 1 − 3の銀河の大規模な (面)分光サーベイプログラムを実施すること
で、はじめて「激進化」時代の銀河の解剖学は、統計的な議論が可能なレベルにまで到達できると期
待される。

2020年代初頭にこれを実現すれば、すばる望遠鏡が達成するレガシーサイエンスとして、世界に
唯一の非常に強力な成果となりうるであろう。

1.2.2 最遠方の銀河形成を捕らえる：高感度-狭帯域撮像-広視野探査

狭帯域フィルタによる撮像によって、特定の赤方偏移の輝線を探査することができる。地球大気の
OH夜光との重なりが少ない波長域を狙えば、特に深い観測が可能になる (Fig. 2)。従来のすばる望
遠鏡の主焦点カメラを使った探査は、遠方宇宙の銀河の発見において世界をリードしてきたが、既に
可視光装置での探査の限界に達している。今後さらに遠方の銀河を見つけ、宇宙再電離過程の探究を
進めるためには、広視野近赤外線カメラでの探査が必要である。コンパクトな超遠方銀河の観測にお
いては、GLAOによるシーイング改善は 0.5等程度の感度向上につながる。
狭帯域フィルタ撮像観測で、z > 7の Lyman α輝線銀河を探査する場合に期待される検出数を検

討した。カメラ視野を直径 15分角とし、10時間の積分で、準解析的銀河進化モデル (Kobayashi et
al.)に基づいた光度関数を仮定すると、z ∼ 8の銀河は、1視野あたり約 4個、z ∼ 10の銀河は 1視
野あたり約 0.5個となる。10視野程度を掃くサーベイにより、z = 8− 10という宇宙再電離の最も重
要と目される時代の銀河計数が可能になる。Lyα輝線と紫外線での光度関数の違いから銀河間空間の
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電離度への制限を与えることができる。さらに、LOFARや将来の SKAなどによるHiガスのマッピ
ングとの相関信号を調べることで電離バブルの成長を検出できる可能性がある (Fig. 2)。

Figure 2: (左) JWST/NIRCam (1.6µmのみ)、ナチュラルシーイングでのすばる、GLAOを搭載
したすばる、およびWISHの視野と狭帯域撮像の感度の比較。z = 8 − 10を狙う狭帯域フィルタで
はGLAOで非常に深い観測が可能になる。(右) IGM電離度による 21cm輝線と銀河のパワースペク
トルの進化。上段: 電離度の変化に応じたパワースペクトル絶対値の変化。下段: 電離度の変化に応
じた相関係数の変化。両者とも横軸は波数。Lidz et al. (2009) による。

さらに、この観測で検出された Lyα輝線銀河はTMTでの分光観測の格好のターゲットとなる。日
本の研究者が、JWSTを擁する米国の研究者と競って銀河探査で成果をかちとるためには、広視野近
赤外線カメラによる独自のサンプルの構築が極めて重要である。
このほか、Hα輝線銀河の系統的探査など、狭帯域フィルタ撮像には様々なアプリケーションが考

えられる。対象の赤方偏移に応じて新たなフィルタを製作、装着できるのも地上望遠鏡ならではの利
点であると言える。

1.2.3 地表層補償光学系によって拓かれる多様なサイエンス

検討グループでは、GLAOと広視野近赤外線撮像分光装置の特徴を活かしきる観測提案として、上
記の「最盛期の銀河形成の解剖」「最遠方の銀河形成の探査」を提示しているが、本計画の非常に大
きな特徴は、すばる望遠鏡の性能 (空間分解能、感度)が画期的に向上することで、多様なサイエン
スにメリットをもたらしうる点にある。実際、2011年 9月に開催した次世代AOワークショップ、お
よびそこでの発表・議論を経て編集した検討報告書3には、遠方銀河だけでなく、活動銀河核、銀河
考古学、銀河系中心のアストロメトリ、星形成領域、系外惑星など多様なサイエンスケースの提案が
あった。すなわち、本計画は特定のサイエンスだけに最適化された計画ではなく、共同利用観測装置
である すばる望遠鏡の性能向上という、共同利用機関として本流の目標を掲げたものであることを
強調したい。

3http://www.naoj.org/Projects/newdev/ngao/
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2 緊急性
すばる望遠鏡は、高度な制御技術とマウナケアの良好な環境による優れた像質と、主焦点にとりつけ
る広視野観測装置 (Suprime-Cam, FMOS)という、他の大型望遠鏡にはない特徴があり、それを活か
した観測で世界的にもユニークで独創的な科学的成果を多く挙げてきた。今後もすばる望遠鏡が優れ
た成果を挙げ続けるためには、その特徴を活かした観測装置の開発を継続的に行い国際的競争力を維
持することが欠かせない。Hyper Suprime-Cam (HSC)や Prime Focus Spectrograph (PFS)といっ
た新世代の装置は、主焦点でのさらなる広視野化により非常にユニークな観測を可能にする。これら
の装置は主として可視光の波長域の装置である4。他の 8–10m級望遠鏡では多天体分光や補償光学を
利用した新世代の近赤外線観測装置が徐々に姿を現しており、すばる望遠鏡にとって明夜を使う近赤
外線の次世代観測装置の整備は急務である。本計画によって近赤外線における圧倒的な広視野と高い
解像力という他の望遠鏡にない特長をすばる望遠鏡が手に入れることで、2020年代においてもすば
る望遠鏡が優れた成果を出し続けることが可能になる。

TMTとの高いシナジーについては 3.3節で述べるが、科学目標、装置開発基盤形成の両面でTMT
との連携の効果を最大限に発揮するためには、2020年代初頭に本計画で提案するシステムが稼働す
ることが大切であり、その点でも本計画の緊急性は高い。

4PFSは近赤外線チャンネルをもつが 1.3µmまでしかカバーしない。短波長まで捉える分光器であるため、主要なサー
ベイは暗夜に行うことになると想定される
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3 検討状況
3.1 コミュニティでのプロジェクトの位置づけ
すばる望遠鏡の将来装置については、すばる小委員会が主導してまとめた提言書5(2009 年 3月)に
「広視野近赤外線カメラ」「近赤外線面分光装置」が挙げられていたが、これまで具体的な検討は十
分にはなされていなかった。そこでハワイ観測所では、このすばる小委員会の提言に呼応する形で、
将来装置の検討を進めてきた。その中で、広視野の補償光学装置とそれに対応する広視野近赤外線装
置が有力な候補の一つとして認識された。そこで、このような新装置の実現性をより具体的に検討す
るため、観測所外のメンバーにも加わって頂き、すばる望遠鏡次世代AO検討ワーキンググループを
2011 年 1月に組織して、技術検討、サイエンス検討を開始した。さらにコミュニティから幅広いサイ
エンスへの可能性を掘り起こすため、2011年 9月に、大阪大学においてすばる望遠鏡次世代AOワー
クショップ6 を開催し、広視野AOで可能になるサイエンスについて発表、議論を行った。2011 年度
のすばるユーザーズミーティングでは次世代AOセッションとして本計画についての時間を設け、計
画概要の説明と進め方についての議論を行った。また、2012年 6月にまとめられた新たなすばる小
委員会の提言書7においては、すばる望遠鏡次世代広視野補償光学システムは 2020年代にすばる望遠
鏡が国際的競争力を持ち続けるために是非とも必要であると述べられている。

2012年 8月にはコミュニティからのサイエンスケースの多数のインプットも含んだ「すばる望遠
鏡 次世代広視野補償光学システム 検討報告書」を web上で公開した8。
このように、本計画はすばる望遠鏡の装置計画の光赤外線天文学コミュニティ内での検討を母胎と

して生まれ、かつコミュニティと密接にやり取りをしながら進めているものである。

3.2 技術検討状況
現時点で議論が進められている次世代AOおよび赤外線装置の基本仕様を表 1に示した。以下ではこ
れまでの検討状況の概略を記す。

項目 仕様
観測波長域 0.6–5.0µm (コア波長域 0.9–2.5 µm )
観測モード 撮像、分光（面分光を考慮する）
観測視野 φ 15分角（20分角目標）
焦点位置 カセグレン焦点
ガイド星 4 LGS、NGS（2∼4個）
ガイド星の選択範囲 LGSは観測視野の端、NGSは観測視野内
波面センサー ガイド星にそれぞれ 1つずつ
波面センサータイプ シャックハルトマン型（ピラミッド型も要検討）
波面センサー素子数 100程度かそれ以上 (高ストレールなら 1000素子程度も)
波面センサーサンプリング周波数 500Hz以上
可変形鏡 副鏡を可変形鏡化
可変形鏡素子数 500∼1000程度

Table 1: 次世代AOおよび装置の基本仕様案

5http://www.naoj.org/Science/SACM/sacreport/SAC teigen 2008.pdf
6ワークショップ webページは http://www.naoj.org/Projects/newdev/ws11b/
7http://www.naoj.org/Science/SACM/sacreport/SAC teigen 2012.pdf
8http://www.naoj.org/Projects/newdev/ngao/
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3.2.1 地表層補償光学系

地表層補償光学系 (Ground Layer AO; GLAO)を構成する重要なコンポーネントである可変副鏡に
ついては、米国のMMT、LBTではすでに可変副鏡が搭載され、明るいガイド星でよい補正性能を
達成している。また、ESOのVLT用の可変副鏡の製作が進んでいる。我々はこれらの大型望遠鏡用
の可変副鏡の製作を行ったメーカーとのコンタクトを始めており、光学パラメータ、すばる望遠鏡と
のインターフェースを始めとする技術的条件の検討を進めている。また、日本のメーカーによる可変
形副鏡の開発可能性についても議論を行っている。
さらに、複数のレーザーガイド星を打ち上げるためのファイバーレーザーシステムについても検

討を開始している。これと複数波面センサーを組み合わせたトモグラフィーシステムの実現が広視
野AOにおける技術的挑戦であるが、プロトタイプシステムの製作を含めた実現方法の検討を始めて
いる。

GLAOによる大気ゆらぎ補正がもたらすシーイング改善を定量的に評価することは、このシステ
ムで実現できるサイエンスを検討するにあたっての基盤である。我々はマウナケアでの大気ゆらぎの
モデルを用いて補償光学系のシミュレーションを実施し、すばる望遠鏡に地表層補償光学系を搭載
した場合に現実的な条件で実現できると期待される性能を詳しく評価した。その結果は検討報告書
に詳しく記載されているが、典型的なシーイング条件 (K-bandで FWHM ∼ 0.4′′)では、K-bandで
FWHM ∼ 0.2′′が達成できること (Fig. 3)、点源では 1.5–2倍程度の感度のゲイン (Ensquared energy
での)があること、視野直径 20分角程度にわたりほぼ一様な補正性能が達成できると期待されるこ
と、などが分かった。

Figure 3: シミュレーションによるナチュラルシーイングからのGLAOによるFWHMの改善。Prob-
abilityはおおよその発生頻度を示す。

3.2.2 観測装置 - 広視野近赤外線撮像多天体分光装置

現在すばる望遠鏡で活躍する近赤外線撮像・多天体分光装置であるMOIRCSの視野は 4′ × 7′である
が、上記のように視野直径 20′まで一様な補正性能が得られると期待されるGLAOの能力を活かしき
るためには、新たな広視野観測装置の開発が欠かせない。しかし、近赤外線観測装置は特殊な光学素
子、冷却の必要、検出器の価格などのため、可視光装置より格段に広視野化が困難である。我々は、
すばる望遠鏡カセグレン焦点に搭載する近赤外線撮像・多天体分光装置としてどこまでの広視野化が
可能か、まず光学系の検討を進めている。その結果、視野分割を行わない場合、既存の副鏡と同じパ
ラメータを使用した場合で直径約 13′、望遠鏡の光学系パラメータを変更し更なる広視野化を図った
場合には直径約 16′まで高い結像性能を持った光学系が可能であることが分かった (Fig. 4)。8m級望
遠鏡にこのような広い視野をもつ近赤外線装置はほかには存在しないうえ、GLAOによる像質の改
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善が達成できれば、非常に強力な装置となるであろう。現在視野分割によるさらなる広視野化の検討
を行うとともに、望遠鏡側に必要な改修についても検討を予定している。

Figure 4: 近赤外線撮像多天体分光装置の光学系設計案の一例。望遠鏡の副鏡パラメータを変更し、
直径 16分角の広視野を達成している。
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3.2.3 その他の観測装置の可能性

我々は基幹装置として近赤外線撮像多天体分光装置を検討しているが、GLAOは可視光から中間赤
外線までの波長にわたって、広視野でのシーイング改善をもたらすので、様々な観測装置にとってメ
リットがある。サイエンス検討からは、面分光機能の重要性が指摘されている。ひろがった天体の内
部構造を分解して分光する面分光機能は、特に銀河進化研究において重要な観測手法になっている。
現在他の望遠鏡の装置で行われている AOと組み合わせた面分光観測に比べると、GLAOによる像
質改善が限定されるが、広い視野の中の多数の天体に対して面分光観測を行う機能が実現できれば、
類をみない極めてユニークな観測装置となり、多数の銀河の観測による統計的研究を高い効率で進め
ることができるだろう。
なお、GLAOは 0.6µmより長い可視波長域でも補正性能をもつため、これを活かした可視光用装

置も検討に値する。また、従来のAOよりも光学系点数が減少することで背景光が抑制できると期待
されるので、> 2µmの熱的赤外線の観測にも有効である。さらに、可変副鏡は広視野のGLAOだけ
でなく、単一天体について非常に高いストレル比 (波面補正性能)を達成する Extreme AOにも利用
できる。日本国内の大学や海外機関による独創的な観測装置を受け入れるプラットフォームになる可
能性をもっていると言えよう。

3.3 大型計画との関連・相補性
本計画が実現し本格的な科学観測が開始されるのは 2010年代末から 2020年代初頭と考えられる。こ
れは、TMT等の超大型地上望遠鏡がファーストライトを迎えると期待される時期である。超大型望
遠鏡はその口径による集光力と空間解像力 (AOによりシーイング限界を超えた空間解像力を得ると
期待される)によって、8–10m級望遠鏡をはるかに超える感度を達成すると期待され、それによって
従来の観測では見ることができなかった微弱な天体からの信号をとらえ、天体の内部構造を詳らかに
することが可能になる。一方で、装置とAOへの制約から、超大型望遠鏡では広い視野を確保するこ
とが容易ではない。8–10m級望遠鏡は、TMT等が稼働する時代にあっては、超大型望遠鏡にはでき
ない観測を行い相補的な効果を挙げることが大切であり、すばる望遠鏡の可視域の新装置 (計画)で
ある HSC、PFSといった広視野のカメラ、分光器は、この観点から高い意義をもつと言える。赤外
線観測においても、TMTと相補的な役割を果たし得る広視野の観測装置を整備することは、すばる
望遠鏡が 2020年代以降も高い価値を有する科学上の発見を続けるために必要である。
本計画が主たる科学目標として掲げる遠方銀河の大サンプルによる観測や宇宙再電離期の銀河の探

査は、TMTでのさらに詳細な観測へ供給する天体サンプルの構築としても非常に重要である。この
ような日本独自のサンプルの形成は、TMTという国際協力で建設・運用される望遠鏡での研究で、
日本が際立った成果を挙げるためには是非必要であり、独自サンプル形成の戦略をしっかりと立てる
ことは、TMT計画の成功のために極めて重要であると考える。
また、装置開発という点でも本計画はTMTに向けたそれと極めて高いシナジーがある。超大型望

遠鏡では補償光学が本質的に重要な技術であり、複数のレーザー、波面センサを用いた補償光学系は
世界的にも非常に挑戦的かつ中心的な課題として認識されており、各国でしのぎを削った研究開発が
行われている。このような次世代の補償光学系の開発を日本でも是非行うべきであり、本計画で実
現する補償光学の技術はTMTにむけたものへと連続的に発展しうる。技術蓄積、人材育成の両面で
TMT向け装置開発へと進むための重要なステップである。
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4 予算計画
本計画は日本の光赤外線天文学の基幹施設である すばる望遠鏡の 2020年代以降の主力観測装置の
一つとするべく構想されたものである。共同利用望遠鏡であるすばるの性能の底上げを図り、TMT
などの超大型望遠鏡が活躍を始める時代において、TMTなどと強力に連携しながら、世界的にもユ
ニークな機能による観測を継続・発展させるために是非必要な計画と考えている。また、本計画で実
現する次世代広視野補償光学システムによって、「大規模サーベイによる銀河進化の全貌解明」や「宇
宙再電離期の銀河の発見」といったキーサイエンスの推進を目指すものであるが、すばる望遠鏡の
性能向上により、すばるを用いる多様な科学研究に大きな利益をもたらしうるものでもある。この点
で、本来であれば概算要求によって予算獲得を行うべき計画であると考えるが、現在国立天文台では
TMT計画への参加に向けた予算獲得に大きな努力を払っているところであり、概算要求の中で「す
ばる望遠鏡の新基幹装置」を掲げて予算獲得を目指すことが極めて困難な状況にある。よって現在の
ところ、本計画は大型科研費を含む競争的資金による予算獲得を目指す考えである。複数の科研費に
よる段階的な整備、さらに国際協力による海外からの (in-kind contributionを含む)予算獲得を行う
ことが必要であると考えている。

4.1 研究・開発体制
現在の検討は、ハワイ観測所、東北大学、東京大学の研究者・学生約 20名からなる すばる望遠鏡次
世代 AOワーキンググループを中心として進めている。本格的な開発フェーズに入る際にも、この
ワーキンググループが核となり、日本・海外の研究者を加えながら、開発プロジェクトを立ち上げて
いくことになる。なお、補償光学系の開発は、ハワイ観測所、東北大学のチームを中心として推進す
ることになるが、観測装置については補償光学系とはある程度独立して開発することも可能であり、
日本の大学や海外機関からの積極的な参加を期待している。

4.2 開発予算とスケジュール
次世代AOおよび観測装置の暫定的な基本仕様をもとに、開発経費の概算を進めてきた。開発経費全
体に閉める割合が大きい重要なコンポーネントは可変副鏡、レーザーシステム、波面センサーシステ
ム、制御計算機、望遠鏡（ソフトウェアを含む）の改造・改修費用、観測装置光学機械系、観測装置
用検出器、人件費である。過去の実績（望遠鏡改修、装置開発）と経験、他プロジェクトの情報、製
造メーカーとの初期的な交渉などをベースに、現時点での経費見積を表 2 に示す。

主要項目 経費
可変副鏡 5–10億円
レーザーシステム 4–8億円
波面センサーシステム 約 3.5億円
制御計算機 約 0.2億円
望遠鏡改造・改修 15–25億円
観測装置 5–15億円
人件費 約 2億円 (延べ 5人×5年)
合計 35–60億円

Table 2: 主要な経費見積の概算

TMTとのシナジーを最大限に発揮するためには、すばる望遠鏡次世代AOと新赤外線観測装置は
TMTの本格的観測開始前に実現し、サンプル形成を開始していることが必要である。2020年にサイ
エンス運用を開始することを目指し、以下のようなスケジュールを考えている。
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年度
2013 概念設計レビュー
2014 基本設計、開発検討 → 基本設計レビュー
2015 詳細設計
2016 最終設計レビュー → 製造開始
2017 組立、試験の開始
2019 エンジニアリング ファーストライト
2020 サイエンス運用 開始

Table 3: 年次計画

4.3 国際協力
8–10m級望遠鏡はこれまでそれぞれが独自に観測装置を開発し、科学的成果において激しい競争を
行ってきたが、観測装置の大型化・高コスト化と経済状況の困難さを背景として、超大型望遠鏡が稼
働する 2020年代に向けては、それぞれの望遠鏡の特色を活かしつつできるだけ協力を進めていくこ
とが必要であると考えられる。すばる望遠鏡では、望遠鏡の時間交換プログラムをGemini天文台お
よびKeck望遠鏡と行ってきたが、今後は観測時間の交換プログラムを拡大するにとどまらず、装置
開発においても強い協力のもとで進めていくことが必要となる。

Gemini天文台ではGemini-N望遠鏡にGLAOを搭載する検討を 2004年頃から精力的に行ってき
ており、GLAOにより大幅な像質の改善が期待できることが報告書にまとめられている。しかし、
Gemini-N望遠鏡では、望遠鏡の構造、運用上の制約から 7分角以上の広視野を確保することができ
ないという結論が得られている。これに対し、非常に堅牢な構造を有する すばる望遠鏡では、カセ
グレン焦点の改造によって 10分角を超える視野が確保出来る見込みである (可能な最大視野角は望遠
鏡構造や補償光学によってではなく、観測装置の制約から決定される)。本計画は Gemini天文台や
ハワイ大学、CFHTなどマウナケアの他の望遠鏡・機関から強い関心を受けており、実際に予備的な
調査等での協力を始めるとともに、協力体制についての話し合いも行っている。
マウナケアのネットワークだけでなく、国際的な協力は積極的に求めていく考えである。特に補償

光学系の開発において強い基盤をもっている各国 (米国、カナダ、オーストラリアなど)の機関との協
同の可能性を是非探りたい。また、ハワイ観測所では、TMTでのインド・中国との協同も念頭に、
アジア圏の各国研究者との交流の促進が必要と考えている。既に台湾は HSC, PFSの開発に参画し
ているし、韓国とは研究交流を活発に行いつつある。本計画においても装置開発・研究両面でのアジ
ア圏各国機関の積極的な参画を期待している。
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5 人材育成・基盤整備等
5.1 TMT装置開発にむけて
「大型計画との関連・相補性」の節で述べたように、本計画で推進する技術開発 (複数レーザー系、ト
モグラフィー、大型可変形鏡など)は、TMTの補償光学系のコア技術に直接つながるものである。本
計画によって、これらの次世代補償光学の基盤技術を日本に蓄積し、TMTやさらにその先の光赤外
望遠鏡プロジェクトに貢献できる人材の育成および技術基盤の形成に貢献できると確信している。

5.2 大学の人材育成・基盤強化
本計画は国立天文台ハワイ観測所が中心となって検討を行っているものであるが、検討には当初から
東北大学、東京大学などの研究者と学生が参加している。補償光学系の開発は、ハワイ観測所、東北
大学のチームを中心として推進することになるが、観測装置については補償光学系とはある程度独立
して開発することも可能であり、特に日本の大学からの寄与に期待したい。すばる望遠鏡の装置は大
型化しており、一大学で全てを開発する規模を超えつつあるが、TMT時代にも大学と国立天文台が
連携して装置開発を行う体制を構築することが継続的な発展のためにはどうしても必要である。本計
画はそのような協力体制を改めて構築するのに好適なプロジェクトであると考えている。
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