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an	  observatory	  closest	  to	  the	  Heaven	  

5640	  meters	  high	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  at	  Chajnantor	  summit	  	  



東京大学アタカマ天文台(TAO)計画	

○概要
　✓口径6.5m光赤外線望遠鏡をチリ・アタカマの世界最高地点（5,640m）に建設

　✓赤外線の広い窓を活用し、宇宙論から太陽系まで広範なサイエンスを実施

　✓次世代を担う大学院生・若手育成を重視し、サーベイ・萌芽的研究を推進

○推進グループ
　　✓東大天文センターの常勤スタッフ16名・特任助教ポスドク4名が中心

　　✓プロジェクト統括:　吉井譲　東大天文センター教授（P.I.）

※このほか東大天文教室、国立天文台、宇宙研、
他大学・共同利用研とも密に連携  



TAOで目指すサイエンステーマ	

✓  赤外変光モニター観測による超遠方天体の距離決定
ダークエネルギーか修正重力理論か、多様な観測的手法によって検証	  

遠方の SNIa	  距離測定精度向上	  
超遠方のガンマ線バースト距離測定	  

○	  突発天体	  
（近赤外 測光分光モニター観測）	

○	  変光天体	  
（近赤外／中間赤外 測光分光モニター観測）	

Dust	  &	  BLR	  の	  echo	  mapping	  に基づく	  
超遠方のAGN距離測定	  

暗い	

明るい	

Ω=0から	  
の明るさ	  
のずれ	  
（等級）	

SNIa	

50	50	

The above common argument is also wrong at a higher level.
This argument declares the 1:7 < z ! 6:6 region to be uninter-
esting within the concordance cosmology. But this is presump-
tive that the concordance cosmology is correct. (Similarly, back
in 1997, I was told by a theorist that it was pointless to measure
the HD to z " 1 since it would merely confirm the then concor-
dance cosmology of !M " 1 and!" " 0.) Science advances by
exploring unexplored regions and by performing critical tests of
standard wisdom. (And the standard wisdom of the now concor-
dance cosmology is only a few years old.) Who knows what we
will find in the 1:7 < z ! 6:6 HD, and we will not know unless
we look. It would be unwise for the community to ignore 1:7 <
z ! 6:6 as uninteresting, especially as the GRB data are cur-
rently flowing in for free from Swift.

A disadvantage of supernovae for HD work is that the optical
light can be dimmedwith distance. Two serious mechanisms have
been proposed. The first is that the optical light will be achro-
matically dimmed by gray dust and hence not corrected for in the
usual dereddening (Aguirre 1999a, 1999b). Simple versions of
this mechanism have been excluded, but the possibility that the
dust density changes with redshift has not been excluded (Riess
et al. 2004). The possibility of gray dust changing over time to
match the predictions of the concordance cosmology seems con-
trived, but it is possible. The second mechanism is that the op-
tical light will be achromatically dimmed by refraction in Ly!
clouds along the line of sight (Schild & Dekker 2006). This idea
remains largely unexplored. GRBs as cosmological tools are
completely immune to both problems.

A likely serious problem for the supernova HD is that the pro-
genitor population of Type Ia supernovae undoubtedly evolves
in time, so that high-redshift events might have a substantially
different calibration from nearby events, thus leading to a distor-

tion of the HD. This is a reasonable possibility because the pro-
genitors formed in the young universe will have lower metallicity
than progenitors formed in recent times, and the metallicity might
have a noticeable effect on the supernova peak brightnesses and
decline rates. The primary defense is that the spectra of super-
novae at zP 1 appear similar to those of nearby events (Perlmutter
et al. 1997, 1999), and this is good for putting some crude upper
limit on the size of the evolution effects. However, the peak bright-
nesses of supernovae are correlated with the galaxy type, and gal-
axy types evolve as we look back to higher redshifts, so we have
observational evidence that the evolution effect is significant.
Detailed calculations under various scenarios (Domı́nguez et al.
2001, 2003) show that the progenitor evolution effects are roughly
0.2 mag from z " 0 to 1. This is comparable to the size of the
cosmological effects over the same redshift range. As such, the
supernova HD cannot be used for precision cosmology until
the evolution issue is resolved. And there is currently no resolution
of the long-standing question of whether the progenitors are re-
current novae, double white dwarfs, supersoft binary systems, or
symbiotic stars. Without knowing the identity of the progenitors,
how can we evaluate the evolution of peak brightnesses as we go
to high redshift? In all, supernovae cannot be applied to HD ques-
tionswhere systematic changes of less than#0.2mag from low to
high redshift are critical.
Do GRBs have the same problem with evolution? I argue that

GRBs do not have any problems with evolution. My reason is
that the physical mechanisms that create the luminosity relations
are thought to be based on light-travel times, the degree of rela-
tivistic beaming, and energy conservation in the shocked mate-
rial, with none of these mechanisms changing as we look back in
our universe. The metallicity of the GRB progenitor or the sur-
rounding interstellar medium does not change the speed of light
or the relativistic effects that are the basis for the luminosity rela-
tions. The metallicity might affect the GRB luminosity, but then
the physics of the luminosity relations would simply indicate the
corresponding luminosity and the distance would be correctly
deduced. The population of GRBs might drift, for example, in
luminosity as we look back to high redshift, but the luminosity
indicators will still give the correct luminosity for each individ-
ual burst. And this is all we need for GRBs to have zero evolution
effects. This argument should be examined further, but in the
meantime, we are left with a situation where GRBs have arguably
zero evolution effects while supernovae have currently unknown
evolution effects that can get as large as the signal being sought.
Do either GRBs or Type Ia supernovae have an advantage

concerning the number of outliers that must be rejected? In x 3, I
rejected three GRBs and two rise times out of 72 bursts. For
comparison, Perlmutter et al. (1999) presented their main result
with 6 rejected outliers out of 60 supernovae. Riess et al. (2004)
rejected 29 supernovae (out of 186) to form their gold sam-
ple, with the causes largely being due to uncertain classifications,
too few points in the light curves, and high extinctions. Many
well-observed supernovae are known to be distant outliers (not
even counting the superluminous SN 1991T and subluminous
SN1991bg events), including S Andromedae (de Vaucouleurs &
Corwin 1985; Fesen et al. 1989), SNLS-03D3bb (Howell et al.
2006), SN 2005hk (Phillips et al. 2006; Stanishev et al. 2006),
SN 2002cx (Li et al. 2003), SN 2003gq (Jha et al. 2006), SN
2005P (Jha et al. 2006), SN 2005cc (Antilogus et al. 2005), and
SN 1006 (Schaefer 1996a, 1996b). Apparently, Type Ia super-
novae have a higher percentage of outliers than GRBs, but I do
not think that this is important for the relative merits. Outliers are
not important for either Type Ia supernovae or GRB HD work

Fig. 16.—HD for a representative range of cosmological models. The con-
cordance cosmology (with!M " 0:27 in a flat universe withw " $1) is now the
standard and default based on the supernovameasures of the HD up to z < 1 with
a handful up to z < 1:7. But many dozens of reasonable models for the equation
of state for the dark energy, as well as for alternatives to general relativity, have
been proposed (cf. Szydyowski et al. 2006). Three representative alternatives are
theWeyl gravity (Mannheim2006)with q0 " $0:2, aChaplygin gas (Kamenschik
et al. 2001) with A " 0:5, and the Riess cosmology of w " $1:31% 1:48z as
based on the best fit to the gold sample of supernovae (Riess et al. 2004).Many of
these models show miniscule differences up to z # 1:5 yet large differences for
z > 3. This figure has three points: First, many reasonable alternatives to the con-
cordance cosmology exist. Second, distinguishing between these cosmologies at
the relatively low redshifts available to supernovae will be hard due to the small
differences that could get hidden by systematic errors (Domı́nguez et al. 2001,
2003). Third, distinguishing between these cosmologies at redshifts >3 is easy
due to the large differences uniquely measured with GRBs.
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QSO	  

　　　S5	  0836+71	  
Δtrest(CIV)〜190	  日	

ULAS	  J1120+0641	  
(z	  =7.	  09)	  

Super-‐MAGNUM	  

✓惑星形成
ダスト円盤の高解像度観測で	  
スノーラインと形成惑星の関係を検証	  

✓銀河形成
近赤外線分光サーベイから	  
コールドアクリーションモデルを検証	  

Hershel/PACSの70μmで観測された	  
Formalhaut周囲のディスク。TAOなら	  
30μmでこの５倍の空間解像度を達成	



TAOで目指すサイエンステーマ	

✓  現代天文学最先端の多様な研究テーマ

サイエンスワークショップを開催（最新：2013/05,08）
TAOの特長  −優れた赤外線観測性能、柔軟な観測運用−  を活かした
様々な研究提案

Top / ワークショップ / 第２回 / プログラム
SWIMS Wiki

プログラム
第2回SWIMSサイエンスワークショップ　プログラム †

2013/8/5 9:30~18:20

時刻
発表時
間+質
疑応答
時間

タイトル 発表者 ファイル

9:30 10 TAO/SWIMSの現状と予
定

本原顕太郎(東
京大学/IoA)

tao-swims-status.pdf

9:40 15 SWIMS概要 小西真広(東京
大学/IoA)

swims_overview_20130805.pdf

9:55 7 検出器 西嶋颯哉(東京
大学/IoA)

swims2013_nishijima.pdf

10:02 7 フィルタ 舘内謙(東京大
学/IoA)

SWIMS_filterset.pdf

10:09 7 MOSユニット 高橋英則(東京
大学/IoA)

SWIMS_WS2_MOSU3.pdf

10:16 7 IFU 北川祐太朗(東
京大学/IoA)

SWIMS-WS_kitagawa.pdf

(宇宙論)

10:30 25+5 (招待講演)FastSound?
からSWIMSへ

戸谷友則(東京
大学/本郷)

SWIMS_totani_proc.pdf

11:00 15+3 高赤方偏移クエーサーの
光度距離測定

峰崎岳夫(東京
大学/IoA)

(遠方銀河)

11:18 25+5
(招待講演)SWIMS18
サーベイで探る銀河形成
の最盛期

児玉忠恭(国立
天文台)

swims_sw_2013_kodama.pdf

(11:48-13:00)昼食

13:00 15+3 SWIMS+WFC3による銀
河解剖

但木謙一(国立
天文台) SWIMS_workshop_20130805_tadaki.pdf

13:18 15+3
"Green Beans" [OIII]
輝線天体による原始銀河
団探査＠z=3.2-3.6

田中壱(国立天
文台)

SWIMSws_IT20130805.pptx

(AGN)
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13:36 25+5
(招待講演)高赤方偏移活
動銀河核の広帯域近赤外
分光観測

長尾透(京都大
学)

130805_TAO_Nagao.pdf

14:06 15+3
SWIMS で探る活動銀河
核電離領域ガスの化学進
化

鮫島寛明
(ISAS/JAXA)

SWIMS_WS_2013_sameshima.pdf

(14:24-14:40)休憩

(近傍銀河)

14:40 25+5
(招待講演)SWIMSと
ALMAでつなぐ系内と系
外の星形成研究

小麥真也(国立
天文台)

2013_SWIMS_WS_Komugi.pdf

15:10 15+3
SWIMSとALMAの分光観
測で探る近傍衝突銀河の
星形成

斉藤俊貴(東大/
国立天文台)

Toshiki_2013.8.5.key

15:28 15+3
SWIMS/NBF&IFUを用い
た近傍銀河の形態形成解
明

舘内謙(東京大
学/IoA)

SWIMS_WS_tateuchi.pdf

(超新星)

15:46 25+5 (招待講演)近赤外域での
超新星サイエンス

前田啓一(東京
大学/IPMU)

maeda_swims_2013_8_5.pdf

(系内天体)

16:16 25+5
(招待講演)ミラ型変光星
の距離指標・種族指標と
しての確立をめざして

松永典之(東京
大学/本郷)

201308SWIMS_Matsunaga.pdf

16:46 15+3 銀河面リッジX線放射の
起源天体について

海老沢研
(ISAS/JAXA)

Ebisawa.pptx

17:04 15+3
SWIMSで探る大質量星ク
ラスターの構成要素と進
化過程の解明

高橋英則(東京
大学/IoA)

SWIMS_WS2_takahashi.pdf

17:22 15+3
SWIMSを用いたトラン
ジット系外惑星の大気観
測

福井暁彦(国立
天文台)

20130805_fukui_transit.pdf

(17:40-17:50)休憩

17:50 30 議論・今後の進め方など

(19:00-)懇親会＠境市場

ver. 2013.08.02 19:40
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MIMIZUKU Science Workshop 2013 †

↑

Overview †

東京大学天文学教育研究センターではTAO6.5mおよびすばる望遠鏡への 搭載をめざした新しい中間赤外線装置MIMIZUKUの開発を進めております。 この装置は
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が特徴となっております。

装置は来年度にはすばる望遠鏡に輸送・PI装置としての試験観測を行いたいと思って おります。また、TAO6.5m望遠鏡も今年から計画が本格化しており、6年以内には TAOでの科学観測開始を目指しております。

この機会にMIMIZUKUで行えるサイエンスケースを持ち寄り、すばるでの観測時間 提案の可能性を議論するとともに、TAOで行うサイエンスをより具体化する一助として ミニワークショップを開催したいと思います。ぜひご参加ください。

日時 2013/5/24 10:00-18:00

場所 東大天文センター三鷹　講義室
↑

TV-meeting †

TV会議システムにて参加の皆さんはIoA講義室に接続ください。 （IP: 133.11.160.248）

参加予定：　東大天文教室・ハワイ観測所・宇宙研赤外
↑

Program (2013/5/17 version) †

時間 タイトル 氏名 所属 発表資料

10:00-10:05 はじめに 宮田隆志 東大天文センター Miyata20130524.pdf

10:05-10:25 MIMIZUKU の開発進捗と最新スペック 上塚貴史 東大天文センター Kamizuka.pdf

10:25-10:50 MIMIZUKU による小惑星の分光・測光観測 臼井文彦 ISAS/JAXA usui_130524.pdf

10:50-11:15 MIMIZUKUによる太陽系惑星研究の新展開 佐藤隆雄 ISAS/JAXA MIMIZUKU_WS_Sato_20130524.pdf

11:15-11:40 TAO、ALMA、ASTE、NRO 45mを用いた大質量星形成過程の解明 酒井剛 電通大 TSakaiTAOWS.pdf

11:40-12:00 赤外線変光観測を用いた大質量星形成時の内部構造進化の解明 内山瑞穂 東大天文センター MIMIZUKUWS_uchiyama.pdf

12:00-13:00 　　（昼食）

13:00-13:20 MIMIZUKUで探る星形成のもっとも初期段階 古屋玲 徳島大学 furuya.pdf

13:20-13:45 巨大天体衝突と高温デブリ円盤 玄田英典 東工大地球生命研 Genda.pdf

13:45-14:10 3um帯同時分光で探る原始惑星系円盤 寺田宏 国立天文台 terada_MIMIZUKU_Science.pdf

14:10-14:20 　　（休憩）

14:20-14:40 大質量星周囲におけるダスト形成のモニタ観測 中村友彦 東大天文学教室 MIMIZUKUWS_nakamura.pdf

14:40-15:05 ミラ型星の中間赤外モニター観測 板由房 東北大学 Ita_2013Mimizuku.pdf

15:05-15:25 MIMIZUKUを用いた新星周囲のダスト形成・供給過程の解明 左近樹 東大天文学教室 presentation_sakon_20130524.pdf

15:25-15:50 Mid-infrared Observations of Aged Dusty Supernovae 野沢貴也 東大Kavli IPMU Nozawa130524.pdf

15:50-16:10 SNe/SNRs in nearby galaxies Ho-Gyu Lee 東大天文学教室 hglee_20130524.pdf

16:10-16:20 　　（休憩）

16:20-16:45 活動銀河核ジェットの赤外線・多波長観測 伊藤亮介 広島大学 itoh_20130524.pdf

16:45-17:05 For establishing a new diagnostic method - synergy with ALMA and TAO/MIMIZUKU 泉拓磨 東大天文センター Izumi_20130524_MIMIZUKU.pdf

17:05-17:30 中間赤外線による重力レンズクエーサーのモニター観測 峰崎岳夫 東大天文センター 著作権問題により後でupします

17:30-17:50 議論
↑

Banquet †

ワークショップ終了後、懇親会を行います。ご参加ください。

会場：武蔵境駅北口　今日の空 　　http://r.gnavi.co.jp/b442300/

時間　18:30-21:00

会費 3500円を予定
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TAO望遠鏡サイト	

✓チリ共和国北部チャナントール山山頂
　　標高5640m
　　世界最高標高の天文台
✓世界でもトップクラスの赤外線観測環境
高い晴天率（82%）
良好なシーイング(0.69”  @  V-band)
低い可降水量(PWV:0.85mm  median)

FWHM〜0.5  arcsecの
シーイング（可視）、
PWV<0.03  mm  相当の
赤外線大気透過率での
観測も経験

　è  パイロット1m望遠鏡による観測（2009年-）
　　　により、サイトの優位性は既に実証済み



日本の南半球観測拠点としてのTAO	

北天	

南天	

国立天文台（欧米と共同）ALMA	

国立天文台野辺山45m電波望遠鏡	
国立天文台すばる望遠鏡	

異なる波長での観測	

全天域をカバー	

南天を観測可能な赤外線望遠鏡 TAO	

あかり	

すざく	

JAXAの衛星	

電波	 光赤外	

Ｘ線	

連　携	

連
　

携
	

赤外線	

SPICA	

ASTRO-H	



TAO計画推進のためのインフラ整備	

山頂アクセス道路	  
	  2006年開通	

miniTAO望遠鏡 2009年完成	

山頂無線LAN接続	  
2010年開通	

サンペドロデアタカマ研究棟	  
2013年竣工	

TAO実験棟・望遠鏡シミュレータ	  
	  2011年竣工	

サンペドロデアタカマ

東京・三鷹
チャナントール山



TAO6.5m望遠鏡本体	

✓赤外線波長での観測に最適化した望遠鏡
✓既存のMagellan望遠鏡をベースに改良
✓最終Fを合せすばるとの装置相互利用を可能に

光学系タイプ 	  ：　RC・カセグレン式	  
主鏡口径 	   	  ：　6,513mm	  
主鏡タイプ	   	  ：　ボロシリケイトハニカム軽量鏡	  
架台形式 	   	  ：　トライポッドディスク型式経緯台	  
軸駆動方式 	  ：　フリクションドライブ	  
焦点 	   	  ：　ナスミスx2＋ベントカセグレン	  
最終F値 	   	  :　	  12.2	  
望遠鏡視野 	  ：　25分角φ	  

※  2012年度補正予算で措置済	
■  TAO6.5m望遠鏡	



TAO6.5m望遠鏡用観測装置	

n 第１期装置    
  ※  2009年度補正予算で措置済、製作終了、調整中

□  近赤外線広視野多天体分光カメラ:  SWIMS
•  0.9-2.5µm
•  視野9.6’Φ
•  最大５０天体の多天体分光
•  全波長帯に渡るR=1000の同時分光が可能

□  中間赤外線撮像分光カメラ:  MIMIZUKU
•  2-38µm
•  「フィールドスタッカ」により、離れた二視野の同時観測
　　⇒高精度の相対測光

•  30µm帯で1”の空間分解能

n  第２期装置：他大学・機関との共同開発も検討中
–  U-band撮像分光装置
–  AO副鏡
–  系外惑星探査装置



観測時間利用計画	

n 50%をTAOプロジェクト枠として大型観測に割り当て
n 10%はチリ枠
n 40%は全国の大学向けにオープンとする

p 国立天文台と共通のプログラム委員会の設置を検討
n TAOプロジェクト枠をふくめ、全国の大学院生の学位
のための観測を優先

•  若手にも観測の機会を提供
•  すばるだけでは捌き切れない
広いニーズの受け皿に

チリ枠	  
10%	

国内研究者枠	  
40%	

プロジェクト枠	  
50%	



コミニュティでの検討・協力、国際協力	

■声明
　　　-  日本学術会議天文学研究連絡委員会特別議事録（2003/4）
　　　-  日本学術会議天文学研究連絡委員委員長談話（2003/9）
　　　-  光学赤外線天文連絡会運営委員会声明(2005/1)
　　　-  日本学術会議天文学研究連絡委員会特別議事録（2005/5）
　　　-  光学赤外線天文連絡会運営委員会声明(2012/6)

■コミュニティでの検討
　　　-  光赤天連総会(年2回)、光赤天連シンポジウムでの定常的な進捗報告
　　　-  観測装置ワークショップ　４回　（2009-2013)

■外部評価
　　　-  TAOプロジェクト外部評価（2013/1/18）
　　　　外部専門家委員７名（委員長：舞原名誉教授）による評価
　　　−  TAO望遠鏡本体仕様の有識者レビュー（2013/07）

　　　　外部専門家７名（国立天文台、京大、広大）によるレビュー

■国内他大学・研究機関との協力
　　　−  国立天文台、ISAS/JAXA、京大、名大、広大、北大、東北大、神戸大他

　　　　観測装置開発、望遠鏡技術、miniTAO  望遠鏡による観測
　　　−  光赤外大学間連携　‥miniTAO  望遠鏡による突発天体観測

■国際協力
　            −  チリ大学、カトリカ大学、コンセプシオン大学
　　　　チャナントール山頂領域サイト土地利用交渉、miniTAO観測、装置開発協力
　　　−  CCAT  計画（コーネル大学、カリフォルニア工科大学）
　　　　チャナントール山頂領域サイト整備
　　　−  アリゾナ大学

　　　　主鏡制御関連技術、可変副鏡技術



東京大学アタカマ天文台(TAO)計画	

✓口径6.5m光赤外線望遠鏡をチリ・アタカマの世界最高地点(5,640m)  に建設

✓赤外線の広い窓を活用し、宇宙論から太陽系まで広範なサイエンスを実施

✓次世代を担う大学院生・若手育成を重視し、サーベイ・萌芽的研究を推進

まとめ

TAO	  ～an	  observatory	  closest	  to	  the	  Heaven～	  


