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  マイクロ波宇宙背景放射で観測される赤方偏移z～1000の平坦な宇宙から、今日存在する銀河や星がい

つ形成され、どのように進化してきたのか。これは現代天体物理学の中心的な課題である。本研究は、宇

宙の暗黒時代と呼ばれる観測の空白期 6<z<1000 を、宇宙でもっとも明るい光源であるガンマ線バースト

（GRB）を用いて探ることを目的とする。 

 本研究では、発生直後の残光が明るいうちに専用小望遠鏡で機動的に可視・近赤外領域の多色測光

を行ない、Lyman Break を利用してガンマ線バースト源の赤方偏移を測定する。観測した残光位置は世

界に通報し、特に高赤方偏移イベントは大望遠鏡による分光観測につなげる。 

 また、HETE-2やSwiftの使命を引き継ぎ、さらに効率よくできるだけ多くのγ線バーストを検出し位置決定

するための小型専用衛星搭載用γ線バースト監視装置を、2007年以降の衛星搭載を目標として開発す

る。 
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⑦これまでの研究経過 
Ⅰ 本研究は、学術創成研究費の趣旨の３つの観点のうち、どの観点に主眼を置いて研究を行っているかについてお書きください。 

 特に「①革新性」に主眼を置く。ガンマ線バーストは、銀河が形成され始めた初期の宇宙を探る全く新しいプ

ローブである。ただし、プローブとして使うためには、衛星観測と地上観測の迅速な連携が必要であり、今までの

天文学にはなかった組織的な観測体制と装置を用意して観測することが必要になる。まさにそれがこの研究の

意図するところである。 

 さらに、衛星との連携と、1日以上続く地上での連続観測にはもう一つの観点「③国際性」が必然的に要請され

る。いま生まれつつある「ガンマ線バースト天文学」において日本の主導権の確保を目指す。 

Ⅱ 研究の進捗状況について、必要に応じて図表等を用いながら、研究組織内の連携状況を含め、具体的に記入してください。 

ガンマ線バーストの研究のために「専用望遠鏡」と「超小型衛星」の開発を以下のように進めた。 

（１）ガンマ線バースト専用の可視・近赤外小型望遠鏡の開発とそれによる観測 

50cm望遠鏡： 専用可視近赤外望遠鏡（50ｃｍ口径）を新たに製作し、岡山（国立天文台岡山天体物理観測

所、平成14年度）および明野（東大宇宙線研究所明野観測所、平成15年度）に設置した。いずれも天体の高速

導入可能な特別仕様と広い視野をもつ。岡山の望遠鏡は昨年度に光学系と駆動系の調整を行い、銀河、恒

星、彗星などに対する試験観測によってそのほぼ所期の性能を達成していることを確認した（担当：柳澤、太

田）。明野では、1年先行している岡山での経験を生かして制御系と光学系の調整を行っている。また、観測デ

ータ転送のためのADSL回線を新たに敷設した（担当：渡部、河合、森）。さらに両望遠鏡にとりつける同時三色

撮像カメラを開発した。平成16年度に観測を開始する（柳澤、太田）。 

赤外91cm望遠鏡： 当初の計画にあった２望遠鏡に加え、岡山観測所の既設の91cm望遠鏡を波長1～2.4µmを
カバーする広視野赤外線望遠鏡に改造することとした。そのための望遠鏡の改造設計と赤外線カメラの設計を

行った、平成16年度にカメラの製作を行ない、平成17年度に観測を開始する予定である（柳澤）。 

30cm望遠鏡： 明野と岡山の望遠鏡のプロトタイプとして、東工大の屋上に口径30ｃｍ望遠鏡を設置し、コンピュ

ータで自動制御するためのソフトウェア開発テストベンチとするとともに、学生の訓練を兼ね、解析手法を開発す

るための試験観測を行なってきた。その成果として、2003年3月29日に発生したガンマ線バーストの世界で最も

早い時期の残光の検出に成功し、早期光度曲線を得た。（⑧特記事項を参照） 

（２）γ線バースト位置通報用検出器開発 

アバランシェ・フォトダイード（APD)の開発： ピギーバック（相乗り）として打ち上げ機会を得やすい超小型衛星

に搭載するため、ガンマ線検出器の小型化が必須である。シンチレーション検出器の光電子増倍管をAPDに置

き換えれば劇的な小型化が期待できる。そのため、浜松ホトクニス（株）の協力を得て、APDを放射線検出器とし

て用いるための技術開発を進めた。その結果、1 keV を切る低いエネルギー閾値と、CsIシンチレータに用いた

場合、光電子増倍管を凌駕する高いエネルギー分解能を達成した。また、位置感応型検出器を目指す多素子

APDおよび１ｃｍ角を越える大面積ＡＰＤの開発を進めている。（担当：片岡） 

超小型衛星の開発： 衛星観測において最大の難関である打ち上げ機会を得るために、中大型衛星のピギー

バック（相乗り）として打ち上げ可能な超小型のガンマ線バースト位置通報衛星の開発のため、以下のプロジェク

トを進めた（担当：松永、河合）。(1) 理工両専攻の大学院生が協力して、小型衛星を設計し、平成14年度と平成

15年度の衛星設計コンテストに参加し、受賞した（⑧特記事項を参照） (3) 実際にAPDを用いた放射線検出

器を搭載した10ｃｍ立方体２個の大きさの超小型衛星CubeSatを製作し、平成17年夏のM-Vロケットのサブペイ

ロードとして打上げる。このための衛星バス部と搭載検出器の設計と試作を平成16年度から開始した（担当：松

永、片岡、河合） 

Ⅲ その他 
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⑧特記事項 
これまでの研究において得られた、独創性・新規性を格段に発展させる結果あるいは可能性、新たな知見、学問的・学術的なイン 

パクト等特記すべき事項があれば記入するとともに、推薦者の期待がどの程度達成されつつあるかについて記入してください。 

(1) ガンマ線バースト（GRB030329）残光の東工大屋上における観測 
 超新星とガンマ線バースト(GRB)の関連性を決定付けた極めて重要なガンマ線バーストGRB030329に
対し、世界にさきがけて地上追跡観測に成功し、貴重な早期残光光度曲線を得た。この結果は、国際会

議における口頭講演および学術誌において発表した。(⑨研究成果の発表状況を参照)。 
このバーストは、日本時間2003年3月29日20時37分に発生したもので、HETE-2衛星の位置通報に基づ

いて、ハッブル宇宙望遠鏡、すばる望遠鏡、野辺山45メートル電波望遠鏡など世界の代表的な望遠鏡が
観測を行なった。その先頭を切ったのが我々の観測であり、ガンマ線バーストの光源における磁場強度

や電子エネルギーなどの基本的な物理量を推定するための貴重なデータとなる最初期の光度曲線を得

た。その後、大望遠鏡の分光観測によって超新星特有の成分が検出されたところから、GRBガンマ線
バーストが超新星に付随して生じたことが証明され、このGRBは観測史に残る重要イベントとなった。
東工大屋上の30cm望遠鏡は、本研究の開発試験および観測訓練用のテストベンチとして運用してきた
が、この結果は現実にGRBに対しては都市光下の小口径望遠鏡で高い学術的成果を挙げられることを明
らかに示し、本研究のコンセプト、すなわち、比較的小口径の望遠鏡を、衛星と連携して機動的に運用

することによって最遠方天体を探索するという方針の実効性を明快に実証した。 
 
(2) 岡山 50cm 望遠鏡による NEAT 彗星の観測 
 本研究によって製作・設置した50ｃｍ光学望遠鏡の試験観測として、肉眼で見える彗星として話題と
なっているNEAT彗星を5月初旬に観測した。その結果、彗星核から何本もの塵のジェットが激しく噴出
している画像を得た。彗星は原始太陽系の化石ともいうべきもので、この塵の粒子や核の回転は太陽系

生成時の情報を今に伝えるものである。この成果は、国立天文台が広報普及活動の一環として「アスト

ロトピックス」の一つとして広く一般に発表され通信社にも報道された 
(http://www.nao.ac.jp/nao_topics/data/000015.html) 。 
 この観測により、この望遠鏡が学術的に確かに成果を上げられる性能を持つことが確認され、突発天

体に専用望遠鏡の機動性を生かして優れた観測を行なえることを示した。 
 

（3） 衛星設計コンテストへの参加・入賞 
 本研究の第二の柱が、ガンマ線バーストを地上に通報する“斥候衛星”の開発である。そのゴールを明確化す

る意味を込めて、平成14年度に研究代表者（河合）と分担者（松永）の指導する学生が第10回衛星設計コンテス

トに参加した。本研究で開発しているアバランシェフォトダイオード (APD) を活用することにより、容積50cm立

方以内、質量50kg以内という厳しい制約（H-IIロケットのピギーバック）のもとで、ほぼHETE-2と同数（年間20個）

のガンマ線バーストの位置決定能力をもつ学術的に価値の高いミッション「風鈴」を設計し、宇宙航空学会賞を

受賞した。このミッションコンセプトを実現するのが本研究のゴールとなる。 

 翌平成15年度には、CubeSat II 規格(大学主導超小型衛星の国際規格)に従って検出器の試験を主目的とす

る20cm立方の超小型衛星「風見」によって、第11回衛星設計コンテストに参加し、電子情報通信学会賞を受賞し

た。 

 

（4）M-Vロケットサブペイロードへの応募 
 超小型衛星を大学主導で実際に製作・打上げするために、JAXA宇宙科学研究本部のM-Vロケットのサブペ

イロード（第3段ロケットのカウンターウェイト）に応募した。平成17年夏のASTRO-F衛星の打ち上げに相乗りする

ことになる。設計コンテストと同様に理学と工学の大学院生とPostDocが衛星の各部を分担し、設計と製作を行な

う。10cm×10cm×20cm超小型の衛星で、世界で初めてAPDを放射線検出器として、設計上の問題を洗い出

し、軌道上の性能を検証する予定である。 
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⑨研究成果の発表状況 
この研究費による成果の発表に限り、学術誌等に発表した論文（発表予定のものを記入することも可能。）の全著者名、論文名、 

学協会誌名、巻（号）、最初と最後のページ､発表年（西暦）、及び国際会議、学会等における発表状況について記入してください。 
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