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我々は、銀河系内分子雲の星形成へと
至る分子ガスの物理的性質変化の解明
を目的に 1.85 m 電波望遠鏡を開発
し、野辺山宇宙電波観測所内に設置・
運用している。これまで複数の近傍分
子雲や銀河面分子雲に対して 12CO, 
13CO, C18O(J=2-1) の掃天観測を精力
的に進めてきた。本講演では今年度に
行った開発項目として、広帯域分光計
の導入と、導波管フィルター型 2SB ミ
クサの実証実験、ならびにこれらの試
験観測と運用状況について報告する。

銀河面に分布する分子雲など、線幅の広い天体を安定して観測するためにバックエンドシステムの広
帯域化を実施した。分光計には、RPG 社の XFFTS (Klein et al. 2012; 図 6) を使用し、専用の制御
プログラム ( 図 7) を開発することで 1.85m 望遠鏡システムに組み込んだ。開発したシステムは、実
験室での評価実験を行い、2013年 11月より望遠鏡へ搭載、試験観測を実施した。

広帯域分光システムを用いて、2013年
11月より試験観測を実施し、2014年 1
月より観測運用を行っている。また、導波
管フィルタ型 2SBミクサを 2014年 3月
に搭載し、運用を開始した。

試験観測として、線幅の広い銀河中心方向
の観測を行った。観測は 2013年 12月 16
日、2014年 1月 29日 -2 月 26日の、天
気が良く、Elが20°を上回る時間帯に行った。
中心座標のスペクトルを図 16に、マッピン
グ観測による積分強度図を図 17、l-v 図を
図 18に示す。

2014年 3月 8, 9 日に S140の PS観測を行った。10秒のON-OFF 観測
を 120回繰り返し、Trms ~ 0.05 K のデータが得られた (図 19)。ベース
ラインが帯域全体に渡って安定している事が確かめられた。

バックエンドの広帯域化を実施し、0-2GHz の同時観測で運用を開始し
た。ベースラインは安定しており効率良く広域探査を推進出来ている。
また、導波管フィルタ型の 2SBミクサを搭載し、科学観測に用いる事
ができる事を確認した。
今後は、引き続きCO(J=2-1) の広域探査を継続して行く。また、広帯
域バックエンドと導波管フィルタ型受信機を組み合わせた、超広帯域分
光受信システムの検討を進めていく。

導波管型の周波数帯域分離フィルタ ( 長谷川他本年会 V129b) を用いた 2SB ミクサの実証実験を
1.85m 望遠鏡を用いて行った。2014 年 3 月 5 日より、230GHz 帯受信機の方偏波を導波管フィル
タ型 2SBミクサに交換し、性能評価、試験観測を実施した。3月 11日より観測運用に用いている。

ノイズソース ( 図 8) から 0-2GHz の信号を入力し、
分光計の線形性を確認した。入力レベルの範囲は
-85dBm から -5dBm で、1dB間隔で測定した。
[結果 ] -40 - -5 dBm の範囲で良いリニアリティが保

たれている事が分かった。(図 9, 10)

望遠鏡は野辺山 (標高 1350m) に設置している (図 1)。
12月-4月にかけて 230GHz 帯では 7割程度の時間が
観測可能であり、CO(J=2-1) のサーベイ観測を推進して
いる (図 2)。

オリオン分子雲の 3 輝線同時観測結果 ( 図 3)。
領域全域をカバーする最も高分解能の観測であ
る。12CO(2-1), 13CO(2-1), 13CO(1-0) の 3 輝
線を用いて LVG 解析を実施し、分子ガス密度・
温度の空間構造を得ることができている (図 4)。

今年度は、(1) 広帯域分光計の導入、(2) 
導波管フィルタ型 2SB ミクサの実証実
験、を行った。分光計の広帯域化により、
銀河面など線幅の広い天体を安定して観
測する事が可能となる。また、図 5 に示
すように IF 系が簡略化される。

図1. 1.85m望遠鏡

図 3. オリオン分子雲の観測結果 (積分強度図 )

図 4. LVG解析の結果 ( 密度、温度 )

図 5. 受信機ブロック図

図 2. これまでの観測進捗。観測済みの領域を黒枠で示す。

図 6. 広帯域分光計XFFTS

図 7. 開発したバックエンド制御システム。赤丸で新規開発部分を示す。
最短 100msec 間隔でのOTF観測に対応できる。

図 15. 開発した導波管型 2SBミクサの (左 ) 回路設計図、(中 ) 試作器の写真、(右 ) 周波数特性のVNA実測値と設計値

表 2. XFFTS 性能諸元

表 1. 性能諸元

(Onishi et al. 2013, PASJ)

(Nishimura et al. submitted, ApJS)

概要 イントロダクション / 1.85m電波望遠鏡

広帯域デジタル分光計バックエンドシステムの開発
XFFTSの性能評価
線形性評価

SG からの出力周波数を 0-20 GHz まで 5MHz ステップで
変化させ分光計の応答を調べた。また、SG からの出力強
度を 1dB ステップで変化させ、各周波数における線形性
を評価した。
[結果 ] 2GHz を超えて折り返してきた信号も検出出来てい

る事が分かった。6GHz 程度までは線形性もそれな
りに保たれており、利用出来る可能性がある。

周波数感度特性評価

導波管フィルタ型2SBミクサの実証実験

試験観測

まとめと今後

観測例 (オリオン分子雲 ) 開発背景
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図 8. 測定に用いたノイズソース

図 9. 線形性測定結果

図 11. 周波数特性測定結果

図 13. 絶対アラン分散 図 14. 相対アラン分散

図 12. 各周波数帯における線形性

図 10. XFFTS の線形性

望遠鏡搭載環境を用いて、
アラン分散測定を行った。
[結果 ] 
10 秒程度の絶対アラン分
散 100秒以上の相対アラ
ン分散を確認した。

アラン分散測定

銀河中心方向の試験観測
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図 16. 銀河中心方向の 3輝線同時観測結果

図 17. 銀河中心方向の 3輝線同時観測結果 ( 積分強度図 )

図 18. 銀河中心方向の 3輝線同時観測結果 (l-v 図 )

図 19. S140 を長時間積分したスペクトル

長時間観測試験

12CO(2-1) 13CO(2-1)
SO(N,J = 5,6 - 4,5)

image C18O(2-1)


