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Ｘ線望遠鏡の角度分解能	

理論的限界である回折限界は波長に比例する 

⇒ Ｘ線は電波の10-6の波長なので小口径でも 
    良い角度分解能が実現可能 

  

€ 

θ =1.22λ /D

しかし、実際には形状精度などの問題により回折限界にはほど遠い 
平面鏡を用いた干渉計により回折限界を達成する	

観測波長名	 衛星(望遠鏡)	 口径 [m] 波長 [m] 角度分解能 [秒角]	 回折限界 [秒角]	

X線	 Chandra	 1.2	 1.24×10-10 	 0.5	 2.4×10-5 	

電波	 野辺山	 45	 0.002	 14.4	 10 	

赤外線	 すばる	 8.2	 2.15×10-6	 0.2	 0.06	

可視光線	 ひので	 0.5	
380×10-9	

～670×10-9	
0.2～0.3	 0.17～0.31	

紫外線	 HST	 2.4	 120×10-9	 0.05	 0.01	





従来の計画	

•  MAXIM Pathfinder, MAXIM 
 http://maxim.gsfc.nasa.gov/maxim-home.html 

- X型に配置した鏡で二回反射させ 
  干渉させる 
干渉縞の間隔を検出可能な幅と 
するため検出器を500km離す 
必要がある 

2機の衛星の編隊飛行により 
100 µarcsecの分解能 



–  最終的には33+1機の衛星 
 による編隊飛行 

⇒ 100 n arcsec 



新型X線干渉計の提案	

•  半透膜を用いることで一機の衛星で可能な
干渉計を実現する 

•  半透膜として多層膜を使うことでband path
も確保する 

€ 

λ /δλ ~ 10



光学系の配置	

•  2つの鏡と半透膜を利用し、 
–  反射＋反射 
–  反射＋透過 
の2光線を同一経路に重ねる 

縞間隔は平面鏡、半透膜、CCDの 
セッティングの誤差角で決まる	



 Mo/Siの多層膜を半透膜とする 
 現状のものは酸素K輝線にtuning	

半透膜	

Mo/Si, 2.3nm/4.6nm  4 layer-pairs 
1 cm square with rounded corners.	

Transmission	

Reflectivity	~20% @O-K	



反射鏡	

Mo/Si, 2.3nm/4.6nm  mirror with 
2 cm square	

~20% @ O-K	
Mirros 	



平面度測定の結果	

国立天文台の Zygo を利用して測定	



平面度測定の結果	

Mirror/BeamSplitter	 Ｎｏ	 Rms (nm) 
mirror	 1	 7.0	

mirror	 2	 5.7	

mirror	 3	 9.5	

mirror	 4	 7.0	

mirror	 5	 12.0	

Beam Splitter	 1-A	 10.1	

Beam Splitter	 1-B	 7.6	

Beam Splitter	 2-A	 13.3	

Beam Splitter	 2-B	 13.9	

- 鏡の固定方法に問題があった可能性があるが、 
　一部であれば使用可能な結果 



KEKでの透過率・反射率測定	



•  幅の広いコヒーレント光の実
現は難しいので半透膜を二
つ用いる 

“Mach-Zehnder  Interferometer” 

実験室での検証実験	



可視光での干渉	

•  可視光レーザーを
用いて干渉を実現
できた	



縞間隔の変化	

30 pixel	 83 pixel	

•  鏡の角度を回転して縞
間隔が変わることを確認 

•  角度と縞間隔の関係は
simulationと一致	



X線のコヒーレント光源（準備中）	

CCD	

X線での実証実験がもうすぐ可能になる	



観測計画	

•  鮮明度 (visibility) によるサ
イズ計測 
– 鏡を反射光の向きに移動 
– いくつかの基線長でvisibility

を計測する 



観測のシミュレーション	

•  観測対象 
–  近傍の早期型星 

•  磁場をもつ早期型星で星表面からの放射や 
 星風衝突による放射などのモデルがある             

–  大質量ブラックホールの影 
•  5 Rs 程度の影ができる 

Name	 Distance(pc)	 Size(Ro)	
Tau Sco	 132	 6.5 Ro (0.23mas)	
Sgr A*	 8 k	 5Rs~5.45x1010m  (0.045mas)	
M87	 16100K	 5Rs~4.72x1013 m (0.020mas)	 Black Hole Shadow	



τ Sco	

D~1.3mで鮮明度が最初に0になる 
⇒ 一つの衛星で実現可能なサイズ 

•  O-K lineでの観測を想定 
•  一様な輝度分布	



ブラックホールの影	

Black Hole Shadow	

•  輝度分布は r-3とした 
•  外縁は15 Rs 
•  内縁を 0〜15 Rsと変化させた 

Thin ring	Thick ring	



Sgr A*, M87	
5RS/15RS	

5~10mの口径が必要　一機で可能か？	



影の大きさ	

最初の0点より大口径まで延ばせばvisibilityの変化から 
影の大きさに見当がつけられる 

Thin ringは2nd ピークが高く狭い 	

Thin	

Thick	

Thin	

Thick	

M87	

Thin	Thick	



銀河中心観測用の半透膜	

•  現状はO-K lineで試験   

•  銀河中心用に2 keV付近
で効率が良いものを作成
しなくてはいけない 
•  反射率・透過率 
•  平面度 
•  配置 
以上の制限は厳しくな
るが、より小さい口径で
良い角度分解能となる 



まとめ (干渉計)	

•  半透膜を利用した新しい干渉計を提案した 
•  ブラックホールの影の観測計画を立案した 
•  現在素子の評価や実験室での検証を実施中 

– 平面度測定 
– 可視光での干渉縞測定 
– X線のコヒーレント光源の準備 
– 反射率／透過率測定 

•  銀河中心のブラックホールを観測可能なも
のを目指す 



Xmas望遠鏡	

•  X線でミリ秒の角度分解能の実現を目指す  - Xmas 
X線: 波長が短いため回折限界は小さい 

⇔ 形状精度が問題 

 補償光学を用い、波面の補正を行う	

最高の分解能の達成に向け改良を続けている 

：reference laser	
：objec&ve	  light	

LPS	

reference	  laser	

filters	  
&	  

mesh	

可視光/EUVの選択	
wave	  front	  sensor	 deformable mirror	primary	  mirror	

CCD	

feed back 





補償光学実施前のイメージ	

•  まず比較のため補償光学実施前のイメージを取得した 
–  フィルターの有無により可視/EUVそれぞれの画像を取得 
–  角度分解能はメッシュの影の断面図を計算と比較することで見積もった 
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5”.69	 3”.10	
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補償光学を実施したイメージ	

optical	 EUV	

•  参照光の波面が球面となるように可変形状鏡をコントロールした 

4”.05	 2”.59	

角度分解能は回折限界の2倍	

参照光と対象光の光路に差があるために収差を生じている 



光路差による収差を打ち消すように目標波面に修正を加えた 

目標波面を修正	
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光路差による収差を打ち消すように目標波面に修正を加えた 
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修正した目標波面による補償光学	

optical	 EUV	

•  目標波面の最適化を行った上で補償光学を実施した 

2”.07	 2”.08	

可視光では回折限界に達した	



角度分解能の比較	

without AO	 AO	 modified AO	 diffraction 
limit	

optical light	 5.69	 4.05	 2.07	 1.67	

EUV	 3.10	 2.59	 2.08	 0.042	

(unit: arcsec)	

原因は？ 
- EUV用フィルターの非一様性 
-  CCDのピクセルサイズが角度分解能と同等 
 測定結果から出された角度分解能は実際の値を反映していない？	

EUVではまだまだ回折限界に到達しない	



新しい主鏡の導入	

•  有効径が80 mm  120 mm 

補償なしで3.3秒角 
（主鏡交換前は5.7秒角） 



まとめ (Xmas望遠鏡)	

•  可変形状鏡を用いた補償光学を実験中であ
る 

•  修正した目標波面を用いることで可視光は
ほぼ回折限界に達した 

•  EUVは回折限界に達していないがフィルタ
ーの一様性など別の問題がある 

•  新しく主鏡を再製作し、実験中	
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