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現行の、及び予定されている観測装置

• KOOLS-IFU（太田、松林）

•近赤外偏光撮像装置(長田)

•可視多バンド同時撮像装置(太田)

•太陽系外惑星撮像装置(SEICA)(山本)

•近赤外相対測光分光器(岩室)

• ぐんま高分散分光器(佐藤)

•高速測光分光器(野上)

•可視高分散分光器(野上)

赤字：現行, 青字：製作中, 黒字：科研費申請中



観測装置がすべて完成後の予想図

太陽系外惑星
撮像装置 SEICA高速撮像分光器

可視高分散分光器
ぐんま高分散分光器

近赤外相対測光分光器

焦点システム

KOOLS-IFU

©岩室さん＠光赤天連シンポ2016を改変

近赤外偏光撮像装置
可視多色カメラ

全ての装置を第3鏡、焦点面装置切替斜鏡、
ファイバーの切替で1分以内に切替可能！



焦点面イメージ

小型装置 200x200x300

回転式切替斜鏡

↓眼視ポートへ

ガイダー

観測装置フランジ
(直径 1500mm)

ファイバー
プローブ
(幅50mm)

観測装置フランジ（裏面はファイバープローブポート）と
ガイダー/小型装置ステージの２層回転ステージ

CAL 光源

位相カメラ

©岩室さん＠光赤天連シンポ2016



せいめい望遠鏡の観測装置
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©長田さん＠せいめいUM2019



KOOLS-IFU

•波長域と分解能 4,000-8,500Å R~600

6,000-10,000Å R~800

4,160-6000Å R~1,200

6,150-7,930Å R~2,000

•視野 14.8”φ １２７本のファイバー

• スループット改善中

• ファイバーバンドルを更新してさらにスループット
改善を計画中



近赤外偏光撮像装置

• J, Hshortの２バンド

• FoV 2.9’

• ダイクロイックミ
ラーと偏光ビーム
スプリッタで同時
偏光撮像

•可視焦点のところ
に可視多色カメラ
を取り付ける

オフナーリレー

J, Hshort偏
光素子と
検出器

4個

ダイクロイック・ミラ
ー

Cold Stop

真空容器 Cold Box

可視焦点

（常温）視野絞り

J

H



可視多バンド同時撮像装置

• ３ポート g, r, i/z/y   CMOS

• ダイクロイックミラー＋フィルター

• FoV 6’x11’

•限界等級 ~23 mag at V  (10分露出でS/N=10)

~19.5 mag at g (1秒露出でS/N=10)

• 100Hzでの読み出し可能

•読出ノイズ 2e-



太陽系外惑星撮像装置

• 0.2”角以遠(2AU@10pc)で木
星質量惑星の検出とキャラ
クタリゼーション

• 10^5-6 のコントラストが目標

•補償光学＋コロナグラフ＋
スペックルナリング



近赤外相対測光分光器

• Φ12’内の任意の2天体を同時に観測し、相対測光
分光を行なう

•波長 0.86-2.1um

•波長分解能 R=4,000

•観測視野 5”x8”



ぐんま高分散分光器

• ぐんま天文台のGAOSを改造してせいめい望遠鏡
に移設

• イメージスライサ＋光ファイバー

• ヨードセルを入れて系外惑星探査用の視線速度
測定に特化した観測を行なう

•波長域 500-580 nm

•波長分解能 R=55,000

•視線速度測定精度 最高1m/s



可視高速測光分光器

•かなた望遠鏡の高速測光分光器の分散素子を流
用

•小型装置フランジに設置

•観測波長 400-800nm

•波長分解能 R~20 (プリズム) or ~150 (グリズム)

•良像範囲 5’φ

• フレームレート 最大 100Hz



可視高分散分光器

•観測波長 360-1,050nm

•波長分解能 R=100,000

• ファイバー 0.45”φのファイバーを12本使用

•限界等級 13等 1時間積分でS/N=50

•科研費が通るか、、、



2019 2020 2021

窓口 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ローテータ 筒井

KOOLS-IFU 太田

可視多色カメラ 太田

赤外偏光カメラ 長田

高速測光カメラ 野上

GAOES 泉浦

赤外分光 岩室

可視高分散分光 野上

SEICA極限補償 山本

装置エンジニアリング
20190331

2週間

1週間

数日

※あくまで試算であり、このスケジュールを確約するものではありません。



19 年 20年 21年 22年

窓口 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

ローテータ 仲谷

KOOLS-IFU 太田

可視多色カメラ 太田 FL

赤外偏光カメラ 長田 FL

高速測光カメラ 野上 FL

GAOES 泉浦 FL

赤外分光 岩室

可視高分散分光 野上

SEICA極限補償 山本 FL

装置エンジニアリング
20191123

2週間

1週間

数日

※あくまで試算であり、このスケジュールを確約するものではありません。


