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チャカルタヤ観測所と銀河中心 
 
5300mで一泊（寝付きは悪かったが）。 
夜中まで写真を撮影、翌日山頂まで登る。 
24時間超滞在。 



ペルー・ボリビアサイトサーベイ速報 
三好 真 2012/07/21 ＠ISAS 

実施日：2012.6.12-2012.6.25 
参加員：イシツカ・ホセ（IGP)；根本しおみ（JICA）；岡朋治；古澤
純一（慶應大学）；高遠尚徳；三好 真（国立天文台)；IGP職員、
サンアンドレアス大学チャカルタヤ観測所の方々の協力。 
資金：個々の手持ちの科研費等。 

目的：ペルー・ワンカヨ、ボリビア・チャカルタヤを主として、サイト調査を行
う。標高4000m級の地であれば２３０GHz帯観測に支障はない、と考えられ
るが、大気水蒸気量を実測、実証する。VLBI観測を想定してのサーベイな
ので本来は複数地点で同時に大気水蒸気量を測定すべき。2台の水蒸気
メータのうち一台をワンカヨに設置。もう一台で他点を見て回る。 

天候：ほぼ、晴れ、または快晴で青黒い空。 
古澤氏が解析中（チャカルタヤでPWV1㎜、コスモス観測所で
4mmくらい。結果はまだ！NRO users meeting, 学会講演、修
論） 
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高遠式・小型水蒸気量モニター 

１）東大TAOのサイト調査などですでに使われて
いる。 

２）近赤外線の水の吸収線の深さで、水蒸気量
を推定する 

３）水蒸気と（雲などの）水滴の区別ができない。
水蒸気量の正確な測定は難しい。 
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太陽に向けて測定。 
大変扱いやすい。1回の車を留め
て設定・測定作業に20分くらい。 

本当は太陽追尾・自動モニタがで
きるように作成されている。 
各点を1回はかってまわる、という

使い方に対してはもと簡略化でき
そう。 
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ダイアモックス 
日本では処方箋必要。 
副作用：指先がしびれることあり。 

高山病対策 

パルスオキシメータ 

指に挟んで測定 
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案2−２０１２ 案3−２０１２ 

      測定 移動手段 宿泊 宿泊費 
レンタ
カー費 

飛行機
代 走行距離 メモ 

2012年6月12日 2012年6月12日 成田発       米ドル 米ドル 米ドル     

2012年6月13日 2012年6月13日 リマ到着   飛行機 
ミツマス•ペンショ
ン 40         

2012年6月14日 2012年6月14日 ワンカイヨへ移動 
峠で測定•途中で
測定 レンタカー 

ワンカイヨ観測
所 0 300    300 Km 

レンタカー
→IGP公用
車？ 

2012年6月15日 2012年6月15日   
ワンカイヨに1台
設置 レンタカー 

ワンカイヨ観測
所 0 300      

レンタカー
→IGP公用
車？ 

2012年6月16日 2012年6月16日 
コスモスへ移動•ワン
カイヨへ移動 

ワンカヨ周辺（コ
スモスで測定） レンタカー 

ワンカイヨ観測
所 0 300    140 Km 

レンタカー
→IGP公用
車？ 

2012年6月17日 2012年6月17日 リマへ移動 
峠で測定•途中で
測定 レンタカー 

ミツマス•ペンショ
ン 40 300    300 Km 

レンタカー
→IGP公用
車？ 

2012年6月18日 2012年6月18日 ラパスへ移動   飛行機 ラパスのホテル 80       
10:20 13:15       
LA2563 $454 

2012年6月19日 2012年6月19日 チャカルタヤへ移動 

チャカルタヤで測
定（3時間くらい継
続測定） 大学の車 

チャカルタヤで
宿泊 0     28 Km   

2012年6月20日 2012年6月20日 
チャカルタヤ滞在•夕
方ラパスへ移動 

チャカルタヤで測
定（一日継続測
定） 大学の車 ラパスのホテル 80     28 Km   

2012年6月21日 2012年6月21日 プーノへ移動 途中で測定 
タクシー又は
レンタカー 

プーノでのホテ
ル 80 300    

148 Km + 
103 Km 

Puno-
Desaguadero 
148 Km 

2012年6月22日 2012年6月22日 
タクナへ移動•モケグ
アへ移動 

峠で測定•途中で
測定 

飛行機•タク
シー又はレ
ンタカー 

モケグアでのホ
テル 80 300  107 160 Km   タクナのホテル 

2012年6月23日 2012年6月23日 リマへ移動   飛行機 
ミツマス•ペンショ
ン 40   480   

21:25 - 23:15 
LA2160 $73 

08:15 - 10:05 LA2162 
$64 

2012年6月24日 2012年6月24日 •成田へ出発                 

暫定合計 440 1800 587 

問題点：ワンカヨ設置の装
置の撤収が。。。。。 問題点：ワンカヨ設置の装置の撤収が。。。。。       

    

旅程 ２０１２／６／１２ 
－２０１２／６／２５ 
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イシツカさん作成。過密に見えるが、宿泊を病院が 
ある大きな都市に設定するなど実は“もしも”に 
考慮した旅程。 
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サイトサーベイを実施した区間 

リマ-ワンカイヨはレンタカー（10人乗りワゴン） 
チャカルタヤ山頂へはラパス・SA大学の車に乗せてもらう。 
ボリボア-ペルー・タクナはタクシー（同・大型ワゴン） 
交通費(例）プーノ＝タクナ間300km超を580ドルで。 



4800m 

COSMOS観測所(4600m) 
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5300m 3800m 

5000m 

6000m 
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ラパスの町はじつは谷間にある（それでも３８００ｍ） 9 
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ペルー、大都会リマ。宿泊したペンションから。 リマはほとんどいつも、曇っている所 
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ペルー税関で2時間、一時金2160ドルを払って、機材を持ち込む。 
（黄色いトランクが目立ったせいか） 
ペルー・リマ IGP観測所で立ち上げ試験（高遠氏から成田でレクチャ受けたが、 
だれも立ち上げ経験なし。） 
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ワンカイヨに1台を設置。 
太陽望遠鏡の背にのせて、AZEL駆動さ

せる（太陽望遠鏡、整備すれば稼働す
るが）。毎日、日中は測定してもらう 
（協力IGP職員） 

初日のちょっと見測定：PWV～10ｍｍ 
(ハワイ山頂でもこれくらい悪いことあり。） 
 
1週間分の測定データあり。未解析。 
 

ワンカイヨ観測所(3300m) 
での測定風景 
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ワンカイヨ観測所からコスモス観測所への道筋にて 
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コスモス観測所(4600m) 
 PWV 暫定値4mm 
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峠(4800m)でも晴れ（苦もあるが） 

2004年11月の時 
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ボリビア・ラパス空港 

リマからラパスへ。 
チチカカ湖 
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チャカルタヤ観測所と銀河中心 
 
5300mで一泊（寝付きは悪かったが）。 
夜中まで写真を撮影、翌日山頂まで登る。 
24時間超滞在。 
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チャカルタヤ観測所(5300m) 
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山は鉄分を含む岩 
地衣類のみ（草がない） 
しかし、スキー場は冬であるにも 
かかわらず雪不足。廃業（？） 
 
PWV＝1mm程度 ALMAサイトと同等 



21 

5300mの人家。子供の声が。 
観測所の番犬 
台所（ラーメンを夜食に） 
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チチカカ湖 湖畔での測定 雲でやすい。 
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ペルー、国境近くの隕石孔（水たまり） 
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リマに戻り着いて。土産や 



ペルー、ボリビアの高地は 
アタカマのような辺境砂漠ではない。 

• 電気も水もガスもある。人もいるので盗難もある。 

• 解析はまだだが、予想より、水蒸気量が高い？ 

• チャカルタヤ山は、間違いなく、ベストサイト。 

 

• モニター観測の必要。 

• ペルー北部(6000m）の調査..基線長千km長 

 

• ペルーは景気が良い。計画に予算を引き出せるか？ 
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