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サイエンス目的

1. 第一世代天体の誕生と暗黒時代の解明

初代天体はいつ現れ、どのような姿だったか？
z=7-18の銀河とAGNを広視野・高感度撮像と

高感度分光で探る。

2. 銀河形態の発現から現在に至る銀河史の解明

現在見られる多様な銀河はいつどのように形成されたか？
広視野・高空間分解能撮像と多天体分光により、z～0-4に
おける形態発現、化学進化、星形成、質量集積など
銀河形成に関する疑問を一網打尽にする。

3. ダークエナジーの性質の解明

宇宙論最大の疑問であるダークエナジーとは何なのか？
広視野・高感度撮像、高感度分光によりz～1.5-3のSNIa
を検出・同定し、ｗに制限を与える。



本当の動機はもっとシンプル。

誰もまだ見ていない遠くの宇宙を、誰よりも先に見たい！

自分の作ったカメラで見たい！

30メートル望遠鏡でしたいこと（例）



たとえば、宇宙再電離時代の研究

・ z=7～9が今はフロンティア。

・ dropout天体やLyα輝線天体は

光度関数が無進化であったとしても
見えないかやっと見える程度。

30メートル望遠鏡でしたいこと



30メートル望遠鏡でしたいこと 2007年現在

Z=９

z=9 LAE Search



その先の、宇宙へ。

30メートル望遠鏡でしたいこと



30メートル望遠鏡でしたいこと 2017年

source 0.1”, aperture 0.2”, 30 hour exp.

TMTで広視野探査をすると、氷山の一角しか見えなかった天体がごっそり見えてくる。



30メートル望遠鏡でしたいこと 2017年

source 0.1”, aperture 0.2”, 30 hour exp

TMTで広視野探査をすると、氷山の一角しか見えなかった天体がごっそり見えてくる。



30メートル望遠鏡に提案する観測装置の素案

・ 近赤外線波長域（Kバンド含む）

・ 撮像サーベイ
統計的に有意な面積と深さの撮像能力

・ フォローアップ分光
銀河形成期の可視輝線
多天体同時分光
高い分光throughput
まずは冷却スリットを想定

・ AO部分以外は

できるだけシンプルに



装置の仕様コンセプト

100 mas/pix

11 mas/pix

4 mas/pix

サンプリング

(3)
超広視野撮像

(2)
広視野・中空間分解能

(1)
高空間分解能

モード

SL or
GLAO

MCAO

MCAO

視力

2k検出器1個
(0.8 arcmin2)

φ15’
(175 arcmin2)

2k検出器1個
(5 arcmin2)

FOV



R= 2 - 4000R ~ 5000
46 slits

R ~ 1000 – 4000
N ~ 200 – 400 (goal)

4, 9, 22, 50 mas/pix0.06 mas/pix4, 11, 100 mas/pix
Seeing Limited
GLAO, MCAO for 
future

Multi-IFU, NIR-DLMulti-Slit, SL/DL

< 2 arcsec (IFU)
10 arcsec (imaging)

2 arcmin x 2 arcminφ15 arcmin (goal)

IRIS + NFIRAOSIRMS + NFIRAOSThis instrument

TMT装置との比較



R= 5000 - 10000R ~ 4000, 20000
20 x IFU

R ~ 1000 – 4000
N ~ 200 – 400 (goal)

20-80 mas/pix
(2arcsecx2arcsec)

300 mas/pix

5 mas/pix (i)
25 mas/pix (s)

4, 11, 100 mas/pix
Seeing Limited
GLAO, MCAO for 
future

IFU+MOAOMulti-Field
Multi-IFU

Multi-Slit, SL/DL

φ5-10 arcmin2 arcmin x 2 arcminφ15 arcmin (goal)

WFSPECMONSIThis Instrument

EELT装置との比較



D=30 m
F/15
α=15 arcmin

F = f/D

y = f x tan α
= D x F x tan α
= 30 (m) x 15 x tan 7.5 (’)
= 0.98 (m)

焦点面サイズ ～2 m

ただしTMTはサーベイ装置には少し不利

…..つまり焦点面が大きい



ただしTMTはサーベイ装置には少し不利

0.1 arcsec/pix サンプリングとして4k x 4k detector を2 x 2 個並べて
13 x 13 arcminをカバーした場合の検出器面のサイズ

y’ = 4096 (pix) x 2 x 18 (um/pix)
= 147 mm

2mの焦点面を147mmの検出器に落とすための光学系倍率
倍率 = y / y’ = 13.3

必要とされるF
F’ = F/β = 15 / 13.3 ~ 1.13

….. 非常にFが明るい冷却カメラが必要



焦点面スケールで想像する
（300mm程度の光学素子を使う場合）

光学素子は比較的作りやすい。
人の手でなんとかハンドリングできる。
（MOIRCS系）



KMOS/VLT
(at Telescope in 2010)

提案している装置に近いイメージ



光学素子製作に時間とお金がかかる。
人の手でハンドリングできない。
（VISTA系）

焦点面スケールで想像する
（800mm程度の光学素子を使う場合）



現実的な問題
・ 製作可能性

光学設計、光学素子の製作、検出器、現実的な分光方法

・ 撮像 競争力
JWSTを１０倍凌駕（遠方の広がった天体に対して）

・ 分光 競争力？
IRMS…
広視野分光のメリットとAOの種類＆完成時期の兼ね合い。

撮像に特化させるという道もありうる。

・ AO
ファーストライト時にはＡＯなし。もしかするとずっとなし。
なくても勝負できる装置に。

・ いずれにしても、かなり大きな装置になるだろう。
（ただし先人はいる。）



（先人１） VISTA



（先人２）



提案している装置に近いイメージ

MONSI/EELT
(2006/12 EELT meetingより)

NGS module

Cryostat

LGS module

サイズ、構造とも
これに近くなるだろう

Telescope



光学素子の大きさ

（冷却）レンズ
・φ950× t80 mm (FS)  VISTA, window(製作2年)
・φ600 mm (BK7)         VISTA
・ 404 mm (FS)              HAWK, powered window

冷却ミラー
・ 1400 mm (低膨張ボロシリケート) FMOS

冷却フィルタ
・φ250 x t 10mm (FS)            FMOS
・ 54 × 54 mm                        VISTA

冷却グリズム
・φ 260 mm (VPHG)             FMOS (~200K)

HEXTEK

VISTA

FMOS



検出器の数

VISTA   2048×2048検出器 16個

4096×4096 pix 検出器
1個（周辺機器込み）約$480000(5500万円)

12個で6.6億円

HAWK-I 2048×2048 4個ULBCam 2048×2048 4個



・クラシカル・スリットマスク
（まずはこれを提案、ただし
焦点面が大きいのが問題）

・ピックオフ系ファイバー

・電気メカニカルなスリット
例）IRMOS/MEMS（Micro Electro-Mechanical System)

・メカニカルなスリット
例）MOSFIRE/CSU（Configurable Slit Unit)

・ロボット系ファイバー

StarPicker/ATC

CSU/MOSFIRE

MEMS/NASA

100x200um

MOSの方法

MONSI/ELT



お金がかかる

面積が広いと大変

天体密度の多い領域も可マイクロシャッター

スリット長が固定

一列に一天体が限度

（IRMSで使われる）

スリット幅を変えられるメカニカルシャッター

Kバンド？焦点面が巨大でもよいロボティックファイバー

光量ロス

Kバンドができない

空間情報のロス

検出器の使用効率がよい

FMOSの経験がある

ピックオフファイバー

都度マスク製作

装置サイズ（焦点面まわり）
が大きくなる

光量ロスが少ない

Ｋバンドでできる

MOIRCSの経験がある

クラシカルスリット

デメリットメリット

MOSの方法



2ditherでφ15 arcminをカバー

サーベイ競争力



サーベイ競争力

・30時間積分
・sourceサイズ 0.1”
・aperture 0.2”
・TMT=今回提案している

φ15分角撮像装置
GLAOを想定

・IRMS=TMTの第一期装置
MCAOあり

・JWST=NIRCam



サーベイ競争力

・30時間積分
・sourceサイズ 0.1”
・aperture 0.2”
・TMT=今回提案している

φ15分角撮像装置
GLAOを想定

・IRMS=TMTの第一期装置
MCAOあり

・JWST=NIRCam



サーベイ競争力



AO課題

・ 装置性能の確保にはLGSが複数必要

・ GLAOとMOAO(MCAO)のメリット、実現可能性、性能

等のトレード見積もり、シミュレーションが必要

・ 可変副鏡が早い時期にぜひ欲しい（GLAO）

・ AO効率のよい、観測効率のよい、仕様を検討する

・ ただし、装置ができる頃にAOはまだできない可能性が
十分にある。最初はSLモードのみでも広視野で勝負



・ 30メートル望遠鏡時代の赤外線広視野サーベイ

装置を提案する。

・ 大まかな仕様を考え、

・ 要素別に検討事項を洗い出して吟味し、

・ 実現可能性を検討し、

・ 仕様案を洗練していく。

・ 装置としての競争力を常に考える。

・ サイエンスからの後押し＆励ましもよろしく！

・ ぜひご一緒に！

まとめ


