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我々は中心星の活動が惑星大気環境に与える影響について理解を深めるため、SPART (Solar Planetary Atmosphere Research 
Telescope) プロジェクトを推進している。観測には、口径 10m の野辺山ミリ波干渉計 (NMA) のうち 1 台を独立させて活用し、太陽
系惑星の中層大気のモニタリングを実施している (森部 他M24a、前澤 他 V40a)。アンテナの単一鏡化にあたり、分光計や IF 系を更
新した他、制御システムを新たにLinux/Pythonベースで開発し従来干渉計の制御に用いられていたCOSMOSシステムから切り替えた。
観測プログラムには 1.85m電波望遠鏡で開発されたものを移植する事で、モニタリング観測を効率良く実施する事が可能になり、また
On-the-Fly 観測など多様な観測モードに柔軟に対応する事が可能となった。
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制御システムの更新
NMA用に提供されていた観測プログラムは、ス
キャンモードに対応していない事、観測指示を時
刻と結びつける必要があり日々繰り返し行うモニ
タリング観測に対しても毎回観測指示書を作り直
す必要がある、などの課題があった。これらを解
決すべく、既に Python ベースで開発を行い
1.85m電波望遠鏡で運用に用いている観測プロ
グラムを移植することにした。

観測プログラムの更新要求される仕様
干渉計の制御は、十数台のSolaris 計算機群が同期をとりながら
行っていた。このCOSMOSシステムは観測指示書を解釈して
動作を命令する計算機と、指示を受け取り各アンテナの各装置を
制御する装置インターフェースからなる。計算機は老朽化のため
継続的な使用は困難であり、計算機をリプレースする必要に迫ら
れていた。そこで我々は、単一鏡化に伴い装置構成がシンプルに
なることを踏まえ、制御システムを Linux で動作するよう開発
し直し、制御機能を数台の計算機に集約することにした。

SPARTプロジェクトでは惑星大気のモニタリン
グ観測を行うため、観測可能期間中絶えず観測
を継続できる事が重要である。すなわち、シス
テムの稼働率が高い事と、運用を容易に実施で
きる事が重要である。これらを実現するために、
制御系統は、ハード・ソフト共にシンプルな構
成に設計し、望遠鏡のオペレーションは極力、
自動化する必要がある。
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図 1. 構築したシステムの制御概念図

図 2. ソフトウェア構成の概念図

図 3. 制御ソフトウェア構成の設計図 (クラス図 )。「機
器制御の実装」で新たにアンテナ制御ユニットやチョッ
パー制御部分を追加し、「構成する装置の実装」部分を
SPARTようにカスタマイズすることで、制御ソフト
ウェアを移植した。
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Python によるスクリプトの記述で観測を実行
するシステムを数台の Linux 機を用いて図 1の
ように構築した。1台の計算機で、観測スクリ
プトの実行と観測データや環境ログなどの取
得・保存を行い、1台の計算機で天体軌道計算
とアンテナの駆動制御を行う。さらに、分光計
の制御に 1台計算機を用いている。SGなど厳
密な同期制御の必要ない装置は Ethernet を介
した Socket 通信に切り替えるなど出来る限り
シンプルに設計し直した。
観測プログラム群は、大阪府立大学 1.85m電
波望遠鏡用に開発した物をベースにし、アンテ
ナ駆動部とのインターフェースなど、NMA独
自装置の制御部分だけ新たに Python で作成し
組み込む事で、単一鏡観測を実現した (図 2,3)。

F号機の駆動は三菱電機製のアンテナ制御架 (ACU) と RS422 で
シリアル接続し、100msec 毎に指示座標や現在座標、アンテナス
テータスなどを通信することで行う。従来は、天体座標計算を
COSMOSで、ACUとの通信を Solaris 上に開発したデーモンで
行っていた。今回新たに、座標計算は slalib パッケージを利用して
C言語で実装し、ACUとの通信部分は Python を用いて実装した。
座標計算精度が、COSMOS と同程度に保たれている事を確認した
上で実際にアンテナを用いて動作試験を行い、駆動できる事を確認
した。またこの際に新ソフトウェア上において、100msec 刻みの
通信に起因する制御遅延が発覚し、修正を行った。

単一鏡化に伴い分光計の交換を行った。
新たに導入したのは、Aquiris/Agilent
社製のデジタル分光計AC240( 帯域
1GHz) である。これは、CompactPCI
上に実装されたADCと FPGAにより
分光を行い、Linux PC により制御を行っ
ている。今回は、1.85m電波望遠鏡用
に開発した、OTF 観測に対応した制御
ソフトウェアを移植し、利用した。

観測プログラム
観測プログラムは、1.85m電波望遠鏡用に開発した物を
移植した。アンテナ駆動部分と回転チョッパー制御部分の
制御インターフェースを新た
に開発し、観測プログラムに
組み込んだ。また、構築した
Linux 環境で大阪からのリ
モート観測を試験し、遠隔操
作で問題なく運用が出来る事
を確認した。

2012年 9月にNMA/F 号機の制御・観測システムを新たに開発した系に切り替え、動作試験・評価、観測
試験を行った。まず、太陽のポジションスイッチ観測を行い、天体座標が正しく計算できている事とアンテ
ナを指示座標に向けてトラッキングできている事を確認した。その上で、太陽をスキャン観測し、アンテナ
のスキャン制御が正しく出来ている事、分光計との同期が成功していることを確認した（図 5)。続いて、
より強度の弱い木星（図6）や、分子雲のCOライン（図7）を用いてOTF観測が実現できている事を確認した。

太陽系惑星大気のモニタリング観測を実現するため、
NMA/F 号機の単一鏡化を進めている。望遠鏡の制御系統
を単一鏡観測に必要十分な程度までコンパクトかつシンプ
ルに実装し直した。観測プログラムは、1.85m電波望遠鏡
向けに開発した物を移植することにより、スキャン観測を
含めた柔軟な観測モードに対応し、また、効率良くモニタ
リング観測を継続することが可能になった。
今後は、望遠鏡としての性能評価を詰めるとともに、リモー
ト運用の早期開始を目指す。また、1.85m望遠鏡用に開発
し実用化しているwebベースの自動解析Qlook システム
を SPARTにも移植する事で惑星大気のモニタリング観測
をより効率良く遂行できるようにする予定である。

開発したシステム

試験観測結果 まとめと今後

図 5. 太陽のスキャン観測結果
下図は取得強度の微分値

図 6. 木星のスキャン観測結果
下図は取得強度の微分値

図 7. OTF 観測の結果
観測天体 :S140, 12CO(J=1-0)

図 4. 大阪府立大学より
リモート観測試験をしている様子


