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絞りアンテナ1.8mの場合 

目的： 

金型が古いので、もともと精度はでない。 

2枚作って、同じものができるかを調べる。 

（１）絞りアンテナ測定状況 



内側から曲げる。 
途中で、支点を 
変える。 
（加工は一旦停止） 
 
30分で曲げ作業は 
終了。 
（縁の加工の方が 
時間はかかる。） 
 
全行程は1時間程度 



2月7日、1.8mアンテナ試作（目的：面精度の再現性を確認する） 

2月26日、京都のクリスタル光学で面精度測定 



クリスタル光学(京都工場） 

東洋最大の 
三次元測定機 
＊3×6×2mサイズ 
 （乗用車全体が楽に測れる。） 
＊“(3)ミクロン“精度 

口径1.8m鏡 
4cm格子点 

1605点の測定 
(測定時間6時間。 
準備入れると1日） 

2012.2.27-28 



鏡面精度、半径に依存 
 
全体では250ミクロンrms 
 
2枚のアンテナ形状は 
ほぼ一致（再現性を確認） 
=実験目的は果たした= 



鏡面（測定点）の半分は100ミクロン精度、３０％は60ミクロン精度。 
大局的なゆがみ（＝金型自体？加工時の小休止で？）をとればいい。 

金型の成形：古い。“球面“で逐次近似し放物面に。 

１００％ 

100μ 

５０％ 

３０％ 

２５０μ ６０μ 

加工時：“へら“に支点を途中で変え、外側を曲げる。 
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放物面からのずれ（rms） 

半径別に放物面をフィットした場合の残差 
 
特定の半径で悪くなる。 
50ミクロンきる部分もある。 



日本国内で電波強度のモニターをするなら？ 



X線でみても色々見える。おまけに強度が時間変動する天体が複数ある。 

Chandra画像 

MAXIによる銀河中心 
(坪井さん) 



銀河中心は様々
な天体で混んで
いる。 

視野が広いと他
との区別が難し
い。 
SgrA*だけの強
度を測りたい。 
 
 



SgrA*の強度モニタ 
日本国内なら、NMAが一番良かった。 

空間分解能をあげて、SgrA*の強度だけを取り出す。 



Intraday Variation of Sagittarius A* at Short 

Millimeter Wavelengths  

Miyazaki, Tsutsumi, & Tusboi, The Astrophysical Journal, 611:L97-L100, 2004 

We have performed the monitoring observations of 
the flux density of Sagittarius A* at short millimeter 
wavelengths (100 and 140 GHz bands) for 7 years in 
the period from 1996 to 2003 using the Nobeyama 
Millimeter Array. We found intraday variation of Sgr A* 
in the 2000 March flare. The flux density at the peak of 
the flares increases 100%200% at 100 GHz and 
200%400% at 140 GHz (S/S), respectively. The twofold 
increase timescale of the flare is estimated to be about 
1.5 hr at 140 GHz. The intraday variation at millimeter 
wavelengths has a similar increase timescale as those 
in the X-ray and infrared flares but has smaller 
amplitude. This short timescale variability suggests that 
the physical size of the emitting region is smaller than 
12 AU (150RS). The decay timescale of the flare was at 
most 24 hr. Such a light curve with rapid increase and 
slow decay is similar to that often observed in outburst 
phenomena with ejections. 



SgrA*の強度モニタ 
日本国内なら、NMAが一番良かった。 

Freuqncy C array + D array 

89 GHz  5" - 6" 

115 GHz  4" - 5" 

147 GHz  3" - 4" 

周波数 85-110 115 147GHz 

波長 3.4-2.7 2.6 2.0mm 

開口面
積 

78.5m2(口径10m） 

開口効
率 
 

0.65 (0.6) 0.5 

Tsys 400K 600K 800K 

5σ検出
16sec,B
=1GHz 

0.8Jy 1.2Jy 1.8Jy 



国内装置候補（１） 

• NMAによく似た装置をさがしてみる。 



３０ｍ鏡２台 
東西に200m基線 
２２GHｚにおいて、フリンジ間隔14秒角 
 
visibility： 
銀河中心の広がった天体からの寄与は 
相当落とせる。 

NMAに最も近い存在は 
茨城大の30m鏡2台 



銀河系中心爆発２０１３ 

（もとはKDDの衛星通信アンテナ） 



茨城大学のプロジェクト 
プロジェクトの目標   
（１）茨城大学が国立天文台等と連携協力しながら、日立市と高萩市にある旧KDDI通信
事業所大口径パラボラアンテナ2基を電波望遠鏡とて立ち上げることである。  

（２）この２基の電波望遠鏡を有する宇宙科学教育研究センターを核として、宇宙科学・
地球惑星科学における新しい知見を得るための研究活動を推進・展開することであ
る。   

参加教員及びプロジェクトの実施体制  吉田：プロジェクト全般の調整  
• 実施計画(1)の体制 
 米倉・百瀬：電波望遠鏡の立ち上げ・整備  
横沢：センターとしての教育研究活動の推進  
• 実施計画(2)の体制  
北：国際宇宙ステーションからの地球大気の観測計画(SMILES)の推進、宇宙からの大気
環境研究  

河原：地震による地球活動の研究  
岡本：次世代赤外線望遠鏡計画(TMT、SPICA等)の推進、星・惑星形成の研究  
野口：宇宙塵による太陽系形成の研究 野澤：太陽観測衛星計画(Solar-C)の推進、太陽
活動の研究  

百瀬・米倉：大型電波望遠鏡計画(ALMA)の推進、星・惑星形成の研究  
柳田・横沢・吉田：大型ガンマ線望遠鏡計画(CTA)の推進、天体の活動現象の研究  



候補装置（２）水沢の10m-20m基線 
10m鏡単体 

• ほぼ常時使える。 

• 通常22GHz 

• ４３GHz受信機あり、受信機
切り替えに半日。 

• ビームスイッチはある。 

 
２０ｍと干渉計は組める。５１２MHzバンド(1GBPS可能）。ソフト相関可能（小山）。 
干渉計モードで用い、ビームスイッチ代わりにした方が、天体強度は測りやすい。 
（但し基線長は30mなので、銀河中心の他のemissionも拾う。） 



国内装置候補（３）：鹿島-野辺山干渉計 

• 高精度で大口径の鏡面、45m, 34m.  

• 基線 200km, フリンジ間隔 7mas＠４３GHz. 

• Sgr A*を点源として認識する空間分解能。
他のGC天体はresolve outするので、その
強度変化だけをモニタするのは最も良い。 

 



うかつなVLBIでは、強度変化なのか、大き
さの変化を見ているのか判らなくなる。 
長すぎる基線では検出できなくなる恐れ 
（それでもやるべきだが） 
VLBI： 銀河中心の他の広がった天体のemissionは拾わない。 
散乱（半径1度内で）のため、見かけのSgrA*は大きくぼやける。 
基線が長すぎると、フリンジ強度は低下、検出できなくなる。  



長基線：干渉強度は落ち、SNR
は低下。 



Apparent Size of 
SgrA* 

Scattering Effects by 
Plasma 

（∝λ＾２） 

Doelman et al.（2001） 

Deviation occurs at 
high frequency. 

観測波長とSgrAの大きさ 



Scattered sources in the 

Galactic center. The size 

of the ellipse or 
crosshair indicates the 
size of  the scattered 
image at 1.6 GHz with a 
scaling factor of 3° 
arcsec-1. The program 

sources are shown with 

their elliptical structure. 
Crosshairs indicate OH 
1612 MHz masers from 
van Langevelde et al. 
(1992). Labeled 
extragalactic sources 
are from references in 
the text. 

Bower et al.(2001) 

散乱はGC1度内で激しい！ 
銀河面プラズマではなく、 
半径150pcの核周プラズマで 
起きる現象 

散乱領域は半径1度。 

落下ガス雲は既に、この散乱領
域のなかにある。 

http://iopscience.iop.org/0004-637X/558/1/127/fulltext/51919.text.html
http://iopscience.iop.org/0004-637X/558/1/127/fulltext/51919.text.html


トータルフラックス測定に適した基線長 
SgrA*の大きさを考慮。 

Shen et al （2005) 

ガウス型で近似すると、SgrA*の大きさは 
θmajor＝(1.39±0.02）λ^2 
θminor＝(0.69±0.06)λ^2   (mas) 



トータルフラックス測定に適した基線長 
SgrA*の大きさを考慮。 

ガウス型で近似すると、SgrA*の大きさは 
θmajor＝(1.39±0.02）λ^2 
θminor＝(0.69±0.06)λ^2   (mas) 
Shen et al （2005) 

f λ  
SgrA*の大きさ 

θ  
対応基線長

（θ =λ /Dとなる） 
10分の1基
線長 

観測周波
数 

観測波
長 

長軸 短軸 
for長軸
長 

for短軸長     

（GHｚ） (cm) (mas) (mas) (km) (km) (km) (km) 

86 0.35  0.17  0.08  4111  8282  411  828  

43 0.70  0.68  0.34  2055  4141  206  414  

22 1.35  2.53  1.26  1066  2147  107  215  

8 3.75  19.55  9.70  384  773  38  77  

5 6.00  50.04  24.84  240  483  24  48  

トータルフラックスを計測するには 43Gで200km, 
                      22Gで100km, 
                       8Gで 40km程度の基線が望ましい。 





（補遺）X線観測は？ 
• MAXI：他の天体と分離しずらい（河合さん）。けれ

ど、簡単にモニタデータは自由に取得できる（根來
さん）。 

• Swiftに提案するのが良いだろう。前田さん提案。 

 

MAXIによる銀河中心 
(坪井さん) 


