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X線 国 際 天 文 衛 星 　 NeXT

　１） は じ め て の 硬 X線 の 撮 像 観 測 を 基 に 、
ブ ラ ッ ク ホ ー ル 天 文 学 に 新 展 開 を も た ら す 。

　２） 銀 河 団 の 質 量 の 正 確 な 決 定 を は じ め て 可 能
と し 、 そ れ を 通 じ て 宇 宙 の 大 規 模 構 造 の 進 化 を
探 る
銀 河 団 は 銀 河 の 質 量 の 数 倍 の 質 量 を 持 つ 高 温 ガ ス で 満 た さ れ て い る 。 こ の ガ
ス 分 布 は X線 で の み 観 測 で き る 。 ガ ス の 温 度 （ ～ 億 度 ） と 広 が り か ら ダ ー ク マ
タ ー の 質 量 が わ か り 、 銀 河 団 の 質 量 が 決 定 さ れ る 。

X線 や ガ ン マ 線 は ブ ラ ッ ク ホ ー ル の 極 近 傍 （ シ ュ バ ル ツ シ ル ト 半 径 の 数 倍 ） か
ら 放 出 さ れ る （ 光 や 電 波 は 遥 か に 外 側 ）
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X線 に よ る 観 測

可 視 光 画 像 X線 画 像

100個 も の 銀 河 が 集 団 を な し 、
宇 宙 で 最 大 規 模 の 構 造 を 形 成
し て い る の が 見 え る

一 千 万 度 か ら 一 億 度 も の 高 温
ガ ス が 重 力 の 井 戸 に 閉 じ 込 め
ら れ て い る の が 見 え る

X線 は 高 温 ・ 高 エ ネ ル ギ ー の 宇 宙 の 姿 を 描 き 出 す
宇 宙 に 出 る 事 で 初 め て 観 測 が 可 能 に 。 。

直 接 検 出 可 能 な 物 質 の 90%は X線 の みで 観 測 可 能

銀河団プラズマ 銀河

銀河の中心領域超新星残骸 Sgr A*からのX線の反射

CHAPTER 7. OVERALL RESULTS & DISCUSSION
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Fig. 7.8.—: X-ray light curve of Sgr A* for the past 600 years (see table 7.3 for parameter

details). Red arrows show the results from observations of short-term 6.4 keV variabilities between

5 years. The present luminosity of Sgr A* is quoted from Baganoff et al. (2001) and Porquet et al.

(2003).

can be estimated from equation (7.3) using the best-fit parameters (I6.4keV and NH) of Sgr C

ref 1–2 and Sgr B region 1. Although the gas is most likely distributed continuously along

the line of sight, the lower limit of Lave
X∗ is still determined by the minimum distance, which

is the project distance at a given X position (D∗=|X|). The Lave
X∗ estimated from Sgr C ref 1,

ref 2, and Sgr B region 1 are respectively, >0.47, >0.55, and >0.84 in unit of 1039 erg s−1.

These results are consistent with the picture that Sgr A* had been in a flare state with high

luminosity (LX∗ ∼1039 erg s−1) over centuries in the past.
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超巨大ブラックホールの活動

あすか　
撮像型蛍光比例計数管

すざく
CCDカメラ

ASTRO-H
CCDカメラ

観測装置を自ら作り

中質量BH

Cr Mn

Fe

Ni+FeHeβ

Heα

Fe Lyα? RRC&カスケード輝線?

X線のエネルギー
X線
の
強
度

様々な元素から
の特性X線

シンクロトロン
X線

再結合優勢
プラズマ

非熱的
超新星残骸

新事実を発見する

我らの野望  2

宇宙の活動するＸ線天体を観測し
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中性子星 ブラックホール 超新星残骸

銀河 恒星 分子雲

“熱い”宇宙の探査

なぜＸ線？ ⇒ ほとんどの天体がＸ線



ブラックホール天体

中性子星・高密度天体

隠されたバリオン探査

暗黒物質・暗黒エネルギー

 4なぜＸ線？ ⇒ 豊かで重要な物理

宇宙粒子加速・宇宙線の起源

元素の起源・宇宙化学進化

銀河と超巨大BHの共活動・共進化

宇宙物理の重要問題に答える

現在の
京大

もちろん
こちらも
できます



 5なぜＸ線？ ⇒ 具体的な衛星計画

「すざく」
M-V

XIS

2005-2015

「ひとみ」⇒ 代替機
H2A

SXI

2016- ⇒ 2020-

SOIPIX

FORCE
イプシロン

2026-
す衛星が我々のミッションの目標を達成するための手段である。

2.1.4 手段・方法を実現するためのシステムの概要

図 1: 衛星の概念図

図 1 に、現在、検討している衛星の概念図を示
す。イプシロンロケットによる打ち上げを想定
している。「広帯域Ｘ線に感度を有」するよう
望遠鏡は軟Ｘ線から硬Ｘ線まで集光可能なＸ線
スーパーミラーを用い、「高感度で撮像分光可
能である」ために 15秒角を切る角度分解能を
持たせる。なお、15秒角を切るという要請は、
達成目標に挙げた CXB を空間分解する際の混
入限界の制限からきている。対応する焦点面検
出器は、1台で広帯域Ｘ線に応答を持つハイブ
リッド検出器である。衛星には同一の鏡と検出
器のペアを、3つ搭載する。焦点距離は 10 m

であり、望遠鏡を EOB の先に搭載して打ち上げ後に進展する。詳細については、平成 27年度の戦略的
開発研究経費実績報告書にまとめたので、そちらもご覧ください。

2.2 本検討の達成目標
昨年度は、本戦略経費を用いて、現在の科学目的から演繹したシステム要求を前提として、プロジェク
トの実現可能性と規模を大枠で理解することを目的とした初期のシステム検討をおこなった。まず、高
角度分解能実現に対する姿勢決定要求からの要請である STT の高精度化については、ハードウェアの
大規模改修ではなく、適切な温度管理をすることで要求値を満たせる目処を得た。また、衛星規模の観
点からは、「ひとみ」の実績ベースでサブシステムの要素を積み上げ、システムの各項目も「ひとみ」か
ら大雑把にスケーリングした粗い見積りでも、小型衛星におおむね収まる目処を得た。
今年度は、その結果を踏まえて、MDR を意識したシステム概念検討をおこなう。特に、ミッション
クリティカルな項目に対し、システム成立解を探すことを目標とする。また、現段階でシステム成立解
が見付からない場合でも、課題を識別し、その解決にむけた方法・時期を示すことを目標とする。具体
的な項目は、以下の通りである。

1. STT および望遠鏡の温度管理を含めた望遠鏡トッププレートの熱設計検討
2. 内部擾乱誤差抑制のための FOB, EOB およびその周辺部の構造設計検討
3. 昨年度の初期システム検討結果に基くシステム全体の構造系・電力系の最適化

3 準備状況
3.1 システム検討にむけた準備状況
2.2 で挙げた項目のうち、1,2 は主に姿勢系に関する項目であり、3 はシステム全体に関する項目である。
ここではその 2つにわけて記述する。

姿勢系に関する項目
まず、姿勢系についは、ミッション要求として像再構築精度を 5秒角 (3 σ)と定めている。これを昨年
度のシステム初期検討で要求分析をおこない、中心軸相対指向決定精度の各要素毎の配分値を定めた。
表 4に、その結果を示す。ASTRO-H/「ひとみ」からの改善要求が高いものとして、オフラインでの姿
勢決定誤差と内部擾乱誤差の抑制があることがわかった。このうち昨年度は前者を優先的に実施し、先
に述べたように、この点については STT の高精度化で対応できることがわかった。その対応の中でポイ
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オブザーバー
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 6Ｘ線天体の観測

「すざく」
M-V

XIS

2005-2015

「ひとみ」⇒ XRISM
H2A

SXI

2016- ⇒ 2021-

SOIPIX

FORCE
イプシロン

2026-
す衛星が我々のミッションの目標を達成するための手段である。

2.1.4 手段・方法を実現するためのシステムの概要

図 1: 衛星の概念図

図 1 に、現在、検討している衛星の概念図を示
す。イプシロンロケットによる打ち上げを想定
している。「広帯域Ｘ線に感度を有」するよう
望遠鏡は軟Ｘ線から硬Ｘ線まで集光可能なＸ線
スーパーミラーを用い、「高感度で撮像分光可
能である」ために 15秒角を切る角度分解能を
持たせる。なお、15秒角を切るという要請は、
達成目標に挙げた CXB を空間分解する際の混
入限界の制限からきている。対応する焦点面検
出器は、1台で広帯域Ｘ線に応答を持つハイブ
リッド検出器である。衛星には同一の鏡と検出
器のペアを、3つ搭載する。焦点距離は 10 m

であり、望遠鏡を EOB の先に搭載して打ち上げ後に進展する。詳細については、平成 27年度の戦略的
開発研究経費実績報告書にまとめたので、そちらもご覧ください。

2.2 本検討の達成目標
昨年度は、本戦略経費を用いて、現在の科学目的から演繹したシステム要求を前提として、プロジェク
トの実現可能性と規模を大枠で理解することを目的とした初期のシステム検討をおこなった。まず、高
角度分解能実現に対する姿勢決定要求からの要請である STT の高精度化については、ハードウェアの
大規模改修ではなく、適切な温度管理をすることで要求値を満たせる目処を得た。また、衛星規模の観
点からは、「ひとみ」の実績ベースでサブシステムの要素を積み上げ、システムの各項目も「ひとみ」か
ら大雑把にスケーリングした粗い見積りでも、小型衛星におおむね収まる目処を得た。
今年度は、その結果を踏まえて、MDR を意識したシステム概念検討をおこなう。特に、ミッション
クリティカルな項目に対し、システム成立解を探すことを目標とする。また、現段階でシステム成立解
が見付からない場合でも、課題を識別し、その解決にむけた方法・時期を示すことを目標とする。具体
的な項目は、以下の通りである。

1. STT および望遠鏡の温度管理を含めた望遠鏡トッププレートの熱設計検討
2. 内部擾乱誤差抑制のための FOB, EOB およびその周辺部の構造設計検討
3. 昨年度の初期システム検討結果に基くシステム全体の構造系・電力系の最適化

3 準備状況
3.1 システム検討にむけた準備状況
2.2 で挙げた項目のうち、1,2 は主に姿勢系に関する項目であり、3 はシステム全体に関する項目である。
ここではその 2つにわけて記述する。

姿勢系に関する項目
まず、姿勢系についは、ミッション要求として像再構築精度を 5秒角 (3 σ)と定めている。これを昨年
度のシステム初期検討で要求分析をおこない、中心軸相対指向決定精度の各要素毎の配分値を定めた。
表 4に、その結果を示す。ASTRO-H/「ひとみ」からの改善要求が高いものとして、オフラインでの姿
勢決定誤差と内部擾乱誤差の抑制があることがわかった。このうち昨年度は前者を優先的に実施し、先
に述べたように、この点については STT の高精度化で対応できることがわかった。その対応の中でポイ
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京大の開発した「すざく」CCDカメラ

・世界最高のエネルギー分解能
・世界最高の低バックグラウンド
・世界最高の感度(広がった天体)

世界中の天文学者が使っている

すざくM-V-6 XISすざく
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 8超新星残骸： 爆発メカニズム，元素の起源
非対称の爆発
(内田, 2013)

Ia型超新星の「ゆがんだ」形状を発見 

酸素 ネオン マグネシウム 
軽い元素の分布 

ケイ素 硫黄 
重い元素の分布 

「丸い」SN1006は 
分子雲などとの衝突で
ゆがんだ形跡がない 

重い元素は軽い元素に対して 
南東（左下）にゆがんでいた 

��

爆発中心 

爆発した瞬間の白色矮星の元素分布を初めて「見る」ことに成功 

Ia型超新星の「ゆがんだ」形状を発見 

酸素 ネオン マグネシウム 
軽い元素の分布 

ケイ素 硫黄 
重い元素の分布 

「丸い」SN1006は 
分子雲などとの衝突で
ゆがんだ形跡がない 

重い元素は軽い元素に対して 
南東（左下）にゆがんでいた 

��

爆発中心 

爆発した瞬間の白色矮星の元素分布を初めて「見る」ことに成功 

Ni (28,30)

単なる合体ではNiは作れない
　 ⇒「電子捕獲」が必要
　 ⇒  重いWDへの降着

C(6,6), O(8,8)⇒

Ia型超新星の起源
(信川, 2015)

本年度メンバー
2

教授 鶴 助教 田中 助教 内田 PD 武田 D2 松村

M2 伊藤 M2 大村 M1 尾近 M1 立花 M1 林

→ 宮崎大助教 
(２月)

本年度メンバー
2

教授 鶴 助教 田中 助教 内田 PD 武田 D2 松村

M2 伊藤 M2 大村 M1 尾近 M1 立花 M1 林

→ 宮崎大助教 
(２月)

本年度メンバー
2

教授 鶴 助教 田中 助教 内田 PD 武田 D2 松村

M2 伊藤 M2 大村 M1 尾近 M1 立花 M1 林

→ 宮崎大助教 
(２月)

新発見SNR
6.7keV発見
熱伝導SNR
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 9超新星残骸：宇宙高エネルギー粒子の加速源
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Figure 2: (A and B) Gamma-ray spectra of IC 443 (A) and W44 (B) as measured with the
Fermi-LAT. Color-shaded areas bound by dashed lines denote the best-fit broadband smooth
broken power law (60 MeV to 2 GeV), gray-shaded bands show systematic errors below 2
GeV due mainly to imperfect modeling of the galactic diffuse emission. At the high-energy
end, TeV spectral data points for IC 443 from MAGIC (29) and VERITAS (30) are shown.
Solid lines denote the best-fit pion-decay gamma-ray spectra, dashed lines denote the best-fit
bremsstrahlung spectra, and dash-dotted lines denote the best-fit bremsstrahlung spectra when
including an ad hoc low-energy break at 300 MeV c−1 in the electron spectrum. These fits were
done to the Fermi LAT data alone (not taking the TeV data points into account). Magenta stars
denote measurements from the AGILE satellite for these two SNRs, taken from (31) and (19),
respectively.

陽子加速の証拠
(田中, 2013)

2014/03/10 22:53Breakthrough of the Year 2013 | Science/AAAS | News

2/3 ���http://news.sciencemag.org/breakthrough-of-the-year-2013

Notable Developments

Scorecard
Science 
well they predicted scientific

areas worth watching in

2013.

more »

 

Safari 省電力
クリックして Flash プラグインを開始

Science editor Robert Coontz takes us behind

the scenes of how the Breakthrough of the Year

is decided.

Genetic
Microsurgery for
the Masses

CLARITY Makes It
Perfectly Clear

Human Cloning
at Last

Dishing Up Mini-
Organs

Cosmic Particle
Accelerators
Identified

Newcomer Juices
Up the Race to
Harness Sunlight

To Sleep,
Perchance to
Clean

Your Microbes,
Your Health

In Vaccine
Design, Looks Do
Matter

Science Podcast

Science誌
Breakthrough of 
the Year 2013

磁場と衝突 ⇒ 強いＸ線放射

加速過程の理解は低い方(keV=
Ｘ線)から追っていくことが必須

2014年度日本天文学会
研究奨励賞受賞



超新星残骸の加速メカニズム  10

6 Publications of the Astronomical Society of Japan, (2014), Vol. 00, No. 0

(b) Southwest (c) Northwest

Fig. 6. (a) Correlation plot between the photon index Γ and the X-ray surface brightness Σ3–10 keV . Symbols are the same as figure 5 but outliers are indicated
as outlined symbols. (b) Subregions corresponding to the outliers in the SW part Overlaid contours are same as figure 4. (c) Same as (b) but in the NW part.
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(a) Absorption column density NH
Southeast Southwest Northwest
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Southeast Southwest Northwest
(b) Photon index Γ

Clump 1

Clump 2

(× 1022 cm−2)

Fig. 7. Same maps as figure 4, but overlaid white contours are the same as figure 1. Two cyan crosses indicate peaks of interstellar proton density (clumps 1
and 2).

加速宇宙線からのX線の
精密撮像分光(奥野, 2018)

TIME VARIABILITY OF NONTHERMAL X-RAY STRIPES IN TYCHO’S SNR 3
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Figure 1. (a) Difference image between 2003 and 2015 observations in the 4.1–6.1 keV band. The cyan boxes indicate the fields of view of
Figure 1b. Regions 1 and 2 surrounded with green solid lines are characteristic regions (see text). (b) Exposure-corrected X-ray (4.1–6.1 keV)
images around Regions 1 (top) and 2 (bottom) in 2003, 2007, 2009, and 2015. The regions enclosed by the green solid lines (Regions 1 and
2) were used for projections shown in Figure 1c. The source-extraction regions (Src 1 and Src 2) and their reference regions (Ref 1 and Ref 2)
are indicated by the white solid and dashed lines, respectively. (c) Projections from Regions 1 (top) and 2 (bottom). The red, blue, green, and
purple points correspond to the 2003, 2007, 2009, and 2015 data, respectively.

衝撃波面の加速運動
(奥野, 2019)



カロリメータで観測される Fe Kα 1 輝線構造

• response file はひとみ衛星の SXS のものを使用
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中性Fe-K輝線の証拠 (尾近, 2018)

MeV銀河宇宙線の初検出・組成分析への理論計算 (尾近, 2019)

Publications of the Astronomical Society of Japan (2018), Vol. 00, No. 0 3

Fig. 1. Images of W 28 in the energy band of 0.65–4.0 keV after NXB subtraction and vignetting effect and exposure correction. The cyan solid and
dashed lines denote the source and background regions, respectively. In the left panel, the magenta contours indicate the distribution of the 12CO
(J = 2–1) line emissions for VLSR = −15 km s−1 to 15 km s−1 as observed with the NANTEN2 telescope (Torii et al. 2011). The magenta contours are
drawn every 40 K km s−1 from 40 K km s−1. The 1720 MHz OH maser emission (Claussen et al. 1997) detected at the locations indicated by the green
crosses are taken with the Karl G. Jansky Very Large Array (VLA). In the right panel, the 325 MHz radio image shown as the white contours are taken
with the VLA. The white contours are drawn every 0.225 Jy beam−1 from 0.05 Jy beam−1. (Color online)

Fig. 2. Spectra of regions outside (orange), 1 (black), 2 (red), 3 (green), and 4 (blue) in the energy bands of 0.65–4.0 keV (upper) and 6.0–7.5 keV
(lower) obtained with the XIS 0 + 3. NXB was subtracted. The spectra of regions outside, 2, 3, and 4 are scaled by factors of 0.5, 2.0, 3.0, and 2.0,
respectively, for display purposes. The vertical solid and dashed black lines in the top panel represent the centroid energies of the Heα lines and Lyα

lines, respectively. The vertical solid lines in the bottom panel denote the centroid energies of the Fe-K lines. (Color online)

centrally peaked morphology is seen at the SNR’s center,
where Sawada and Koyama (2012) found the RP. The rim-
brightened partial shell (Rho & Borkowski 2002) is present
in the northeastern region, where Nakamura et al. (2014)
and Zhou et al. (2014) found no evidence for an RP. The
interior region between the center and the northeastern rim
can be further divided into two parts: the northern part,
where a shock–cloud interaction is suggested from the 12CO
and OH maser emissions, and the southern part where
molecular clouds were not found through past observa-
tions. In order to investigate the spatial association between
plasma parameters and the ambient molecular clouds, we

thus selected four regions which are enclosed by the cyan
lines in figure 1.

3.2 Fe lines

W 28 is located near the Galactic center, where the Galactic
ridge X-ray emission (GRXE) is not negligible, especially
in the high-energy band. Figure 2 shows NXB-subtracted
XIS spectra taken from the four regions. We detected emis-
sion lines of Fe K α in the 6.0–7.0 keV band, as well as
Ne, Mg, Si, and S K α lines in the low-energy band. As
shown in the lower panel of figure 2, there are two promi-
nent lines around ∼6.5 keV. The measured line centroids
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by KYOTO UNIVERSITY Medical Library user
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超新星残骸における精密分光
共鳴散乱過程の検出 (天野, 2019)



1σエラーでプロット（BLS1はまだ）

90% 1σ

すざく　NuSTAR

NuSTARの解析
‘nupipeline’ でscreeningされたイベントファイルを
xselectで読み込んでイメージを作成。それをもとに
source region, background region を決めた。

.0 0.1 0.4 1.0 2.1 4.5 9.0 18.1 36.4 72.7 144.0 0.2 0.5 1.1 2.3 4.8 9.7 19.5 39.2 78.2 155

FPMA FPMB

source, background ともに半径1.9分角の円

 13ブラックホール
恒星質量 - 中質量 - 超巨大ブラックホールの質量を
統一的に決定する新手法（井戸垣プロット）

光度と質量の比とコロナ温度の相関(井戸垣, 2018)
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「すざく」
M-V

XIS

2005-2015

SXI SOIPIX

FORCE
イプシロン

す衛星が我々のミッションの目標を達成するための手段である。

2.1.4 手段・方法を実現するためのシステムの概要

図 1: 衛星の概念図

図 1 に、現在、検討している衛星の概念図を示
す。イプシロンロケットによる打ち上げを想定
している。「広帯域Ｘ線に感度を有」するよう
望遠鏡は軟Ｘ線から硬Ｘ線まで集光可能なＸ線
スーパーミラーを用い、「高感度で撮像分光可
能である」ために 15秒角を切る角度分解能を
持たせる。なお、15秒角を切るという要請は、
達成目標に挙げた CXB を空間分解する際の混
入限界の制限からきている。対応する焦点面検
出器は、1台で広帯域Ｘ線に応答を持つハイブ
リッド検出器である。衛星には同一の鏡と検出
器のペアを、3つ搭載する。焦点距離は 10 m

であり、望遠鏡を EOB の先に搭載して打ち上げ後に進展する。詳細については、平成 27年度の戦略的
開発研究経費実績報告書にまとめたので、そちらもご覧ください。

2.2 本検討の達成目標
昨年度は、本戦略経費を用いて、現在の科学目的から演繹したシステム要求を前提として、プロジェク
トの実現可能性と規模を大枠で理解することを目的とした初期のシステム検討をおこなった。まず、高
角度分解能実現に対する姿勢決定要求からの要請である STT の高精度化については、ハードウェアの
大規模改修ではなく、適切な温度管理をすることで要求値を満たせる目処を得た。また、衛星規模の観
点からは、「ひとみ」の実績ベースでサブシステムの要素を積み上げ、システムの各項目も「ひとみ」か
ら大雑把にスケーリングした粗い見積りでも、小型衛星におおむね収まる目処を得た。
今年度は、その結果を踏まえて、MDR を意識したシステム概念検討をおこなう。特に、ミッション
クリティカルな項目に対し、システム成立解を探すことを目標とする。また、現段階でシステム成立解
が見付からない場合でも、課題を識別し、その解決にむけた方法・時期を示すことを目標とする。具体
的な項目は、以下の通りである。

1. STT および望遠鏡の温度管理を含めた望遠鏡トッププレートの熱設計検討
2. 内部擾乱誤差抑制のための FOB, EOB およびその周辺部の構造設計検討
3. 昨年度の初期システム検討結果に基くシステム全体の構造系・電力系の最適化

3 準備状況
3.1 システム検討にむけた準備状況
2.2 で挙げた項目のうち、1,2 は主に姿勢系に関する項目であり、3 はシステム全体に関する項目である。
ここではその 2つにわけて記述する。

姿勢系に関する項目
まず、姿勢系についは、ミッション要求として像再構築精度を 5秒角 (3 σ)と定めている。これを昨年
度のシステム初期検討で要求分析をおこない、中心軸相対指向決定精度の各要素毎の配分値を定めた。
表 4に、その結果を示す。ASTRO-H/「ひとみ」からの改善要求が高いものとして、オフラインでの姿
勢決定誤差と内部擾乱誤差の抑制があることがわかった。このうち昨年度は前者を優先的に実施し、先
に述べたように、この点については STT の高精度化で対応できることがわかった。その対応の中でポイ
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「ひとみ」⇒ XRISM
H2A

2016- ⇒ 2021- 2026-



ひとみ衛星 / 2016年打ち上げ

京大開発の大型CCD
過去最大の大きな視野
ワイドバンド

世界最新鋭の大型Ｘ線衛星
H-IIA ひとみ

・全長14m, 重2.7t (最大級)
・初の超高分解能分光観測
・初の硬X線撮像分光観測
・過去最高の広帯域観測
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SXI



ひとみ衛星搭載   Ｘ線CCD素子

11.5cm

6.2cm

ASTRO-H, the SXI team

 16

鶴の20年間の開発の結晶



2016年の打ち上げに向けた準備の様子

京大での開発

May 16th

Vibration Test

つくば宇宙センター 
衛星組み立ての様子 (河畠)

 17

2015.11.27 完成
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© JAXA • 2016.2.17 17:45 種子島から
打ち上げ 
• 所定の軌道に投入成功 
• 観測機器の立ち上げと並行して
観測を開始 
• ペルセウス銀河団を初め6個の
天体を観測 

• 3/26 姿勢異常による太陽電池
パドルが分離，衛星機能を喪失



京大X線CCDは予定の性能を発揮
 19

• ペルセウス銀河団 (First 
Light) 
• CCDカメラ(SXI)はカロリ
メーター(SXS)よりも優れ
たイメージングを発揮.

The Perseus cluster

38arcmin

55Fe

55Fe

SXI image SXS image
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温度5000万度の高温ガスからの放射

⇒高階電離した鉄などの特性X線

すざく衛星 (CCD)

ひとみ衛星 (マイクロカロリメータ)

Cr22+

Nature論文

Extended data　

図 1 改訂

Mn23+

Fe24+

Fe25+

Ni26+


Fe23+

Fe24+

Fe23+
Fe24+

Fe25+

Fe24+
Fe24+

超巨大ブラック
ホールのジェット
にもかかわらず，
高温プラズマの乱
流は非常に小さい

○Nature 論文

reference model with zero line flux rather than the best-fit SXS
flux. B14ʼs most-restrictive 90% MOS energy interval for the
stacked sample is shown, since we are assuming that this is a
DM line and it has the same energy in all objects. For narrow
and broad lines, the best-fit XMM MOS flux value is
inconsistent with the SXS spectrum; the weakest constraint is
for the broad line and the discrepancy is at least D =C 12.
Using only observations 2+3 (excluding the better-centered,
but short observation 4) reduced DC for the broad line
compared to the zero-flux model by about 4, commensurate
with the reduction in the number of photons. The effective area
uncertainty described in Section 3.1 is illustrated by error bars
for the broad line; the alternative area curve reduces the model
values at these energies slightly, thereby reducing the
significance of the exclusion of the XMM flux to at least
D =C 9. Its effect on the narrower lines is weaker.

4.2.1. The Statistical Question

To interpret the aboveDC (or cD 2) in terms of a confidence
level for the line exclusion, we should note that the statistical
question we are asking—what is the confidence level of
excluding the previously detected line—is different from a
blind line search employed for detecting the line. If a spectral
line is detected in a blind search and it corresponds, e.g., to a
s3 deviation, one has to estimate the probability of a false
detection under the hypothesis of no line, caused by a positive

random fluctuation. Because a s+3 deviation appearing at any
spectral bin would be detected as a line, such a probability is
the probability of a s+3 deviation in one bin times the number
of bins where the line could be found within the searched
interval (the “look-elsewhere” effect; e.g., Gross &
Vitells 2010; this factor was applied in B14). However, here
we must estimate the probability of a null hypothesis in which
the line exists and we falsely reject it because of a random
negative deviation at the position of the line. While s-3
deviations can appear at any spectral bin, only one of them, that
happens in the bin with the line, would result in false rejection,
while all others would be dismissed as mere random deviations.
Thus, even though we do not know where within the XMM
interval the line is, the probability of false rejection is the
probability of a s-3 deviation in one bin—there is no look-
elsewhere effect in our statistical problem. A D =C 9 or
cD = 92 corresponds to the standard one-parameter

( )- - »1 1 0.997 2 99.9% confidence level. Because DC
is not constant across the interval in Figure 2, we can take its
minimum for a conservative limit for rejecting a certain
line flux.
The above DC gives only the Hitomi statistical constraint

and does not take into account the fact that the XMM SXS-FOV
detection itself is only s3 significant (and thus cannot be ruled
out with a s>3 significance). To answer a narrower question of
how inconsistent the Hitomi and XMM MOS results for the

Figure 1. SXS spectrum from the whole field of view, combining three pointings. Energy is in the observer frame; bins are 4 eV for clarity (2 eV bins were used for
fitting). Vertical error bars are s1 Poisson uncertainties in each bin; horizontal error bars denote the bins. Red curve is a best-fit BAPEC model with =kT 3.5 keV,
abundances of 0.54 solar (same for all elements), los velocity dispersion of 180 km s−1, and a power-law component as required by a fit in a broader band (see the
text). Prominent atomic lines seen in the model (identified using AtomDB) are marked, along with the interesting Ar XVII satellite line (B14) thatʼs too faint to be seen
in the model. Brackets show 90% confidence intervals on the unidentified 3.5 keV line energy for the most-restrictive XMMMOS stacked-clusters sample in B14 (red)
and for the XMM MOS Perseus spectrum from the region covered by the SXS (blue).
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how inconsistent the Hitomi and XMM MOS results for the

Figure 1. SXS spectrum from the whole field of view, combining three pointings. Energy is in the observer frame; bins are 4 eV for clarity (2 eV bins were used for
fitting). Vertical error bars are s1 Poisson uncertainties in each bin; horizontal error bars denote the bins. Red curve is a best-fit BAPEC model with =kT 3.5 keV,
abundances of 0.54 solar (same for all elements), los velocity dispersion of 180 km s−1, and a power-law component as required by a fit in a broader band (see the
text). Prominent atomic lines seen in the model (identified using AtomDB) are marked, along with the interesting Ar XVII satellite line (B14) thatʼs too faint to be seen
in the model. Brackets show 90% confidence intervals on the unidentified 3.5 keV line energy for the most-restrictive XMMMOS stacked-clusters sample in B14 (red)
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no line  
at 3.5 keV

○ApJL 論文
Sterile Neutrino
の可能性が議論さ
れている 3.5keV 
輝線はアッパーリ
ミットであった

観測10本，機器10本の論文 ⇒ 精密分光・広帯域撮像のコンセプトの正しさを証明
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パルサー風星雲 G21.5-0.9 の 
ひとみ広帯域X線スペクトル

Uchida et al. “Wide-band spectroscopy of 
G21.5-0.9 with Hitomi” 

他にもN132D，CCDカメラハードウェア論文x2

Tanaka et al. “Hard X-ray View of  
the Crab Nebula by Hitomi HXI”

✓ シンクロトロン放射冷却や電子の拡散


✓ スペクトル測定・偏光の上限値も合わせる

かに星雲の5-40 keVの広がり

✓ 非熱的粒子の分布の steepning の測定


✓ シンクロトロン冷却や拡散などのエネルギー
ロス過程を解明する鍵



• JAXAはひとみ代替機を打ち上げる方針へ． 

• 2017年度プロジェクトスタート ⇒ 2021年度打ち上げ 

• カロリメーター，Ｘ線CCDカメラのみを搭載 

• 広帯域撮像は (NuSTARを凌駕する) より優れたミッ

ションとして再計画(具体的にはFORCE)

 22
ひとみ代替機 (XRISM)



2016- ⇒ 2021-

 23将来計画

「すざく」
M-V

XIS

2005-2015

SXI SOIPIX

FORCE
イプシロン

す衛星が我々のミッションの目標を達成するための手段である。

2.1.4 手段・方法を実現するためのシステムの概要

図 1: 衛星の概念図

図 1 に、現在、検討している衛星の概念図を示
す。イプシロンロケットによる打ち上げを想定
している。「広帯域Ｘ線に感度を有」するよう
望遠鏡は軟Ｘ線から硬Ｘ線まで集光可能なＸ線
スーパーミラーを用い、「高感度で撮像分光可
能である」ために 15秒角を切る角度分解能を
持たせる。なお、15秒角を切るという要請は、
達成目標に挙げた CXB を空間分解する際の混
入限界の制限からきている。対応する焦点面検
出器は、1台で広帯域Ｘ線に応答を持つハイブ
リッド検出器である。衛星には同一の鏡と検出
器のペアを、3つ搭載する。焦点距離は 10 m

であり、望遠鏡を EOB の先に搭載して打ち上げ後に進展する。詳細については、平成 27年度の戦略的
開発研究経費実績報告書にまとめたので、そちらもご覧ください。

2.2 本検討の達成目標
昨年度は、本戦略経費を用いて、現在の科学目的から演繹したシステム要求を前提として、プロジェク
トの実現可能性と規模を大枠で理解することを目的とした初期のシステム検討をおこなった。まず、高
角度分解能実現に対する姿勢決定要求からの要請である STT の高精度化については、ハードウェアの
大規模改修ではなく、適切な温度管理をすることで要求値を満たせる目処を得た。また、衛星規模の観
点からは、「ひとみ」の実績ベースでサブシステムの要素を積み上げ、システムの各項目も「ひとみ」か
ら大雑把にスケーリングした粗い見積りでも、小型衛星におおむね収まる目処を得た。
今年度は、その結果を踏まえて、MDR を意識したシステム概念検討をおこなう。特に、ミッション
クリティカルな項目に対し、システム成立解を探すことを目標とする。また、現段階でシステム成立解
が見付からない場合でも、課題を識別し、その解決にむけた方法・時期を示すことを目標とする。具体
的な項目は、以下の通りである。

1. STT および望遠鏡の温度管理を含めた望遠鏡トッププレートの熱設計検討
2. 内部擾乱誤差抑制のための FOB, EOB およびその周辺部の構造設計検討
3. 昨年度の初期システム検討結果に基くシステム全体の構造系・電力系の最適化

3 準備状況
3.1 システム検討にむけた準備状況
2.2 で挙げた項目のうち、1,2 は主に姿勢系に関する項目であり、3 はシステム全体に関する項目である。
ここではその 2つにわけて記述する。

姿勢系に関する項目
まず、姿勢系についは、ミッション要求として像再構築精度を 5秒角 (3 σ)と定めている。これを昨年
度のシステム初期検討で要求分析をおこない、中心軸相対指向決定精度の各要素毎の配分値を定めた。
表 4に、その結果を示す。ASTRO-H/「ひとみ」からの改善要求が高いものとして、オフラインでの姿
勢決定誤差と内部擾乱誤差の抑制があることがわかった。このうち昨年度は前者を優先的に実施し、先
に述べたように、この点については STT の高精度化で対応できることがわかった。その対応の中でポイ

5
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FORCE計画 / ミッシングブラックホール探査
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科学目的
宇宙のあらゆる階層において未だ見つかっていない
「ミッシングブラックホール」を探査し，宇宙形成史を解明する．

埋もれた活動銀河核
（>104 Msun）

中質量ブラックホール
（102−4 Msun）

銀河系内
孤立ブラックホール
（<102 Msun）

2015年5月
公募型小型計画として
ワーキンググループ設立

SOIPIX + CdTe
ハイブリッドカメラ

観測装置
1-80keVを世界最高の 
空間分解能で撮像分光する． 
・Suzaku: 30分角(視力0.03) 
・NuSTAR: 1分角(視力1) 
・FORCE: 10秒角(視力6)
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イベントドリブン読み出し
世界で唯一, 京大が実現

京大発の新型撮像分光器 / SOIPIX

本年度メンバー
2

教授 鶴 助教 田中 助教 内田 PD 武田 D2 松村

M2 伊藤 M2 大村 M1 尾近 M1 立花 M1 林

→ 宮崎大助教 
(２月)

本年度メンバー
2

教授 鶴 助教 田中 助教 内田 PD 武田 D2 松村

M2 伊藤 M2 大村 M1 尾近 M1 立花 M1 林

→ 宮崎大助教 
(２月)

5桁の性能向上



検出器サイエンス  26X-ray events obtained from the entire imaging area and stacking them into a “representative pixel”,
we can measure response of the device at the subpixel resolution.

Mesh
X-ray

1 pixel

fig2_1_1

-0 .05 0 .05

-0 .05

0 .05

-0 .05

0 .05

-0 .05

0 .05

0

θ

Device

Figure 3. Schematic view of the mesh experiment. This figure is adopted and modified from Tsunemi et al.
(1998) [23]

In this paper, we placed the microfocus X-ray tube with a tungsten anode 60 cm from the device
as shown in Figure 4(a). Figure 4(b) shows an X-ray spectrum obtained with a silicon drift detector,
where we see W–Lα and Lβ lines, and a bremsstrahlung component. We used the gold mesh
processed by microworks GmbH with a thickness of 80 µm and placed it 1 cm from the device.
The mesh has holes with a diameter of 4 µm at a pitch of 108 µm which is three times the pixel size
of 36 µm. We do not discuss absolute detection efficiency in this paper since the effective size of
each hole has not been calibrated yet. Applying the same operational condition as in Section 3.1,
we obtained X-ray events with FI and BI. We, then, determined the mesh alignment with respect to
the device following the method described in Tsunemi et al. (1999) [24].
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Figure 4. (a) Schematic view of the experimental setup. (b) X-ray spectrum with a silicon drift detector.
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horizontally split 2-pixel, and 3- or 4-pixel split events (columns from left to right) and those with FI and BI
(top and bottom rows).
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lost somewhere between X-ray interacting position and the charge sensing-node while being drifted
along the electric field line. The lateral drift of the signal charge in the potential minimum shown in
Figure1(b) is common to FI and BI regardless of the depth of the interacting position in the sensor
layer. Thus, we presume that the charge loss occurs while drifting in the potential minimum region.
In the future, we will quantitatively investigate the cause of the peak shift by changing operating
conditions and X-ray energies.
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Figure 7. Spectra of single-pixel events obtained at each region of pixel for (a) the pixel center, (b) the
region between pixel center and pixel boundaries, (c) the vertical and horizontal sides, and (d) the pixel
corners. The counts are in arbitrary units. Upper and lower column panels are spectra obtained with FI and
BI, respectively.
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Road to Ph.D.

•天体観測 / 検出器開発 
- すざく, NuSTAR, Chandra等 
- 学会発表 
- 修士論文執筆 
- 国際会議

•検出器開発/天体観測 
- SOIPIX，SXI 
- 学会発表（9月/3月） 
- 良い結果がでれば国際会議 
- 投稿論文執筆 
- 学振応募（M2春）

M1 M2

•開発とD論への観測 
- 自分のテーマの決定 
- 衛星の運用 
- 投稿論文執筆 
- 学振PD応募（D3春）

D論
執筆
・
学位
取得

•開発と観測の両立 
- 天体の観測提案 
- 検出器に自分のアイディア 
- 国際会議 
- 投稿論文執筆

D1 D2 D3
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両方やってみる⇒M1でのテーマ決定
XRISM打ち上げ !



大学院生こそ色々活躍できる！
学振育志賞 2010  
信川（D3）

X線グループの最近5年の実績： 
◯ほぼ全員修士の間に論文を執筆 (+出版) 
◯博士進学者はほぼ全員、日本学振特別研究
員DC1に採用。 
◯進学者はほぼ全員が３年で博士号を取得。

KEK測定器開発室 
優秀論文賞2011 
中島（D1）

記者発表＆新聞記載 
2009 劉（M2）

竹腰賞 2012 
信川（M2）
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第33回 (2016年度) 井上研究奨励賞 
河畠久実子  (博士論文)

最近の受賞
第5回測定器開発・優秀修士論文賞 

松村英晃（D1）
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第8回京都大学優秀女性研究者奨励賞 
河畠久実子（D3）

第2回高宇連賞（高宇連新人賞） 
河畠久実子（D3）



Summary

•研究の１サイクルを全て学ぶことができる．
- 検出器開発，衛星運用，天体データ解析

•あらゆる天体がＸ線を使った研究対象になる．
-宇宙高温プラズマとブラックホール＋α

•自ら開発した世界最高性能の観測装置で行う．
•修士の間でも確実に成果を出せる．

最先端の新型検出器開発 
最新の衛星を使った宇宙観測
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 両方を行う事ができる．



X-ray Satellites

 71
日本が世界をリードする数少ない(唯一?)天文分野！


