
独 RPG 社の広帯域分光計 XFFTS の
1.85m 望遠鏡への搭載を進めている。
これにより観測帯域が 2~4 倍に増加
する事で、銀河中心方向など広線幅
天体の観測が可能となるとともに、IF
回路が簡素化されシステムの信頼性
が向上する。本ポスターでは、
XFFTS の制御と 1.85m 望遠鏡観測シ
ステムへの組み込み、ならびに 2013
年 5 月に行った試験観測の結果につ
いて報告する。

概要 1.85m 電波望遠鏡 RPG XFFTS

・巨大分子雲の全域マッピング
・高密度分子雲の無バイアス探査
・分子ガス物理量 ( 密度、温度 ) の推定
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図 1. 1.85m 望遠鏡

図 2. 観測進捗。2010 年度から観測を開始しこれまで 3 年間で
1000 平方度程度の観測を行ってきた。太陽系近傍の分子雲につ
いては観測をほぼ完了しており full sampling で高品質な CO デー
タセットが完備しつつある。2013 年度は銀河中心方向や銀河面
第二〜第三象限のサーベイを行う予定。また、観測提案を募集し
ています。

図 3. 分光計の交換前後の IF ブロック図。XFFTS
に置き換える事で分光帯域は増え、IF 回路は簡素
化される。さらに、XFFTS は拡張性に優れるので
マルチビームへの対応も容易に可能。

図 4. XFFTS 外観。1 つのクレートに 8 枚
まで分光計ボードを搭載可能。

表 1. 望遠鏡性能諸元

詳細は Onishi et al. 2013, PASJ を参照

表 2. XFFTS 性能諸元

XFFTS は Klein et al. (2012) によって開発さ
れ RPG 社より市販されているデジタル分光計
で APEX や SOFIA で運用されている。最大で
32 枚のボード (4 クレート ) まで同時に制御す
る事ができ、拡張性に優れている。

XFFTS を 1.85m 望遠鏡の観測システムに組み込むにあたり、必要な開発項目は XFFTS 制御ソフト
ウェア（メーカー提供）と望遠鏡制御ソフトウェアでデータのやり取りをするインタフェースであ
る（図 5）。1.85m 望遠鏡での OTF 観測に対応する為にスペクトルを連続取得する必要がある。ま
た、システムの設計は、1.85m 望遠鏡は受信機設置場所が狭いため、体積がコンパクトであること
に重点を置いて行った。

分光計制御システムの開発

図 4. 分光計制御システムのデータフロー、制御フローの概念図。XFFTS からのデータは最短 100msec 毎に送信できる。時刻の同期は、XFFTS に IRIG-B 信号を入力しタ
イムスタンプを付加するか、分光計制御 PC でデータ受信時のタイムスタンプを付加する。タイムスタンプをもとに、データの取捨を行い、分光データの切り出しを行う。

開発した制御システムを用いて、XFFTS の性能評価を実施し、観
測に使用する上で十分な性能を持つ事を確認した。評価項目は、ス
ペクトルの受信確認、線形性評価（輝線入力 )、線形性評価（連続
波入力）、受信機雑音温度、アラン分散である。

分光計の単体性能評価

独 RPG 社の広帯域分光計 XFFTS の利用検討を進めている。
・ 分光計の性能を評価し、1.85m 望遠鏡で問題なく観測が可能である事を確認した。
・ 1.85m 望遠鏡に搭載する為に、制御システムを構築した。また、スペクトルの連続取得に対応させた。
・ 1.85m 望遠鏡に搭載し、試験観測を行った。その結果、全ての試験に成功し、本観測を行う目処がたった。
今後、本システムを用いた 1.85m 望遠鏡の運用を今年中に開始する事を予定している。

まとめと今後

2013 年 5 月 1 日〜9 日にかけて、XFFTS 分光計を 1.85m
望遠鏡に搭載し、システムチェックを兼ねた試験観測を行っ
た。まず、分光計制御と観測プログラムが連動して動作する事、
従来の分光計 AC240 と同じスペクトルが得られる事、を確
認する為に、ポジションスイッチ (PS) 観測を行った。その結
果、観測が正しく実行される事、得られたスペクトル強度に
問題が無いことを確認した（図 9）。

XFFTS を用いた観測試験

制御計算機は、小ささを優先し ASUS 社の EeeBox PC EB1035（図 5）を用いた。計算機の性
能を表 3 に示す。OS には Linux (Ubuntu) を使用した。過負荷試験を実施し、データを取り
こぼし無く観測 PC に転送できている事、その際、計算機負荷に余裕がある事（メモリ、CPU、ネッ
トワーク転送率が 50% 未満）を確認した。

図 5. 分光計制御用 PC の外観

表 3. 分光計制御用 PC 性能諸元

図 7. アラン分散測定結果。入力は
1.85m 受信機システムからの出力
(0-1GHz)。100 秒以上のアラン分散
時間を持つ事を確認し、OTF 観測を
効率良く実施できる事が分かった。

図 6. スペクトル受信試験。
入力は SG から出力された
1.25 GHz のスペクトル。

(a) 検出強度

(b)
リニアリティ精度

(c) b の拡大図

図 8. リニアリティ測定（連続
波）の結果。入力は 1.85m 受
信機システムからの出力
(0-1GHz) に可変抵抗を接続。
-40〜-15dBm に渡ってリニア
リティが ±5% に保たれる事が
分かり、実運用に問題が無いこ
とを確認した。

続いて分光計制御と望遠鏡駆動制御の同期精度を確認する為
にスキャン観測を実施した。天体は太陽を用い、スキャン速
度を通常の観測よりも 10 倍速くし、+ 方向、- 方向をそれぞ
れスキャンして比較した（図 10）。その結果時刻同期に問題
が無いことが確認された。その後、通常の OTF 観測を実施し、
分子雲のマッピング観測が正しく実施出来ている事を確認し
た。これにより、XFFTS を本観測に使用する目処がたった。

図 9. PS 観測の結果 (OrionKL)。
観測システムが問題なく連動で
きている事、旧システムと矛盾
の無い出力が得られる事を確認
できた。

図 10. スキャン観測の結果 ( 太
陽 )。高速スキャン時も、分光
計とアンテナ駆動の同期に問題
が無いことが確認できた。

図 11. OTF 観測の結果 (S140)。
実運用を想定して、3 輝線同時
マッピング観測を実施し、問題
なく動作する事を確認できた。

図 12. OTF 観測の結果 (S140)。
旧システムと比較しても、マッピ
ング結果に矛盾が無いことを確認
した。
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