
次世代電波天文衛星「ASTRO-G」

　次世代の電波天文衛星ASTRO-G( アストロ・ジー )は、
銀河の中心に存在する超巨大ブラックホール周辺でおこっ
ている極限現象の解明などを目指し、2012 年の打ち上
げを予定しています。宇宙から飛来する電波を、地上にあ
る世界中の電波望遠鏡と一緒に観測し、地球直径の３倍に
相当する巨大な１つの望遠鏡をつくり、宇宙のさまざまな
天体の写真を撮影することができます。この技術はスペー
ス超長基線干渉法といい、1997 年から 2005 年に活躍
した電波天文衛星「はるか」を擁した VSOP プロジェク
トにより実証されました。 この成功をもとにして、
ASTRO-Gを擁するVSOP-2プロジェクトが始まります。
　望遠鏡は大きいほど、天体の様子を細かく調べることが
できます。 ASTRO-G と地上の電波望遠鏡がかたちづくる
巨大な望遠鏡は、１度の１億分の１の角度を見分けること
ができ、最も視力の優れた人類の眼となります。これはハッ
ブル宇宙望遠鏡の 2000 倍の性能に相当し、宇宙のどん
な遠くの天体でも 0.4 光年の大きさの様子を撮影するこ
とができます。 VSOP-2 は、国立天文台および世界中の
大学・研究機関との協力により実現されていきます。

ASTRO-G is a next-generation space radio telescope 
designed to reveal fascinating phenomena such as the 
relativistic phenomena in the space around super-massive 
black holes at the centers of galaxies. If the schedule 
proceeds as planned, the telescope will be launched in 
2012. ASTRO-G, in combination with ground-based radio 
telescopes from around the world, will form a single radio 
telescope three times the diameter of the Earth. Once 
online, the telescope will be able to construct the images of 
various astronomical objects. The observation project is 
known as VSOP-2. In VSOP, the forerunner project, JAXA 
built HALCA (1997-2005), space radio telescope. HALCA 
demonstrated successfully the technologies required for the 
space very-long-baseline interferometry (VLBI). The 
VSOP-2/ASTRO-G project is extending the successes of VSOP.

This huge telescope can resolve fine structures down to 
1/100,000,000th of a degree in angular size, or 2,000 times 
more precisely than the Hubble Space Telescope. This 
corresponds to a linear resolution of better than 0.4 light 
years, even for the most distant objects in the Universe. The 
VSOP-2 project is now proceeding through the cooperation 
of the National Astronomical Observatory of Japan and 
universities and institutes all over the world.
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打ち上げロケット（予定）：H-ⅡA
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衛星重量：約1200kg

Weight

アンテナ開口径：約10 m 
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遠地点/近地点高度：25,000km/1,000km
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観測周波数：41-45/20.6-22.6/8.0-8.8 GHz
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　活動銀河核は、太陽の1兆倍ものパワーで輝くクェーサーや電波銀河
などの天体です。ブラックホールに降着するガスの重力エネルギーを解
放して光っていると考えられていますが、そのエネルギー発生の現場（降
着円盤）はとても小さいので、まだ見た人はいません。
　VSOP-2/ASTRO-Gの目標は、その驚異的な視力を活かし、世界初
の降着円盤の撮像を成し遂げることです。活動銀河から吹き出すジェット
の磁場構造をとらえて加速のしくみを調べることにも、VSOP-2が威力
を発揮します。ひょっとすると、中心にあるブラックホールが強い重力で周
辺の光を曲げて、シルエットで見えるかもしれません。

Some quasars and radio galaxies have compact central cores 
1000 billion times brighter than the Sun. This extreme power is 
thought to be generated from the gravitational potential energy of 
gas being sucked into super-massive black holes. The incoming gas 
probably forms accretion discs around the black holes, though no 
images of discs have been resolved to confirm this. The 
VSOP-2/ASTRO-G mission will attempt to capture images of 
accretion discs for the first time. The high angular resolution of the 
telescope is uniquely suited for the imaging of accelerating jets of 
material emanating around black holes. It is a great challenge to 
capture direct images of the silhouettes of black holes in the nearest 
active galaxies.

ブラックホールの周辺を直接撮像によって明らかにする

電波銀河M87のジェットの広範囲なイメージ VSOP-2/ASTRO-Gが狙う領域(シミュレーション)

The Unveiling of the Vicinity of Black Holes by Direct Imaging

Large-scale jet of the radio galaxy M87 Target region of VSOP-2/ASTRO-G (simulation)
VSOP/HALCAで撮影されたM87のジェットの拡大イメージ
Nuclear jet of M87 imaged by VSOP/HALCA
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シミュレーションイメージ

VLA(NRAO) VSOP with HALCA


