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日本国内 VLBI コミュニティーでの議論に基づく

国立天文台による VLBA 運用支援の要望に関して

今井　裕　（鹿児島大学 ・ VLBI 懇談会）

VLBA に関する背景／経緯
● NFS Senior Review での勧告 (2006 年） : non-NSF fund から VLBA 運用経費の半分 (USD 3M/ 年 ) の拠出 or VLBA 閉鎖。
● より系統的な VLBA 観測研究形態 ： 総観測時間 (〜5000 時間 / 年） の最大半分を” Large Projects” （一般公募） へ配分。
● “subscriber institutes” （資金援助機関） の出現 (2011 年） ： 　USNO, 上海天文台 , MPIfR, ASIAA など、 研究機関への観測時間の時間分配。
　→国立天文台も subscriber institute になるのかが現在の論点。 提示された案は USD 200k/ 年 に対して 100 時間 / 年。
● 今のところは観測時間の削減のニュースはない。 しかし、 米国財政／景気の悪化の影響は今後受けるはず (NRAO Users Committee 12/7)。
● 世界の研究機関が VLBA を共同で支援しようという雰囲気はある　→ 全地球的 VLBI 観測網運用へ ( 例 ： 　Diamond 2011 年 5 月講演 @ パース）
　　（図 2 参照）

国内 VLBA ユーザー、 VLBI コミュニティーにおける議論／情報収集／諸活動
● VLBI 懇談会内に” VLBA 問題ワーキンググループ” 結成 (2008 年）　● VLBA 利用実績／存在意義に関する天文月報記事 (2008 年 6 月）
● 国立天文台ワークショップ 「VLBA 問題と日本の VLBI 天文学」 開催 (2009 年 9 月）　● 科研費申請 （2009 年 11 月）
● NRAO Users Committee への参加 (2009 年 4 月から）　● VLBA Workshop での議論 (2011 年 1 月） → subscriber institute に関する議論
● VLBI 運営小委員会審議開始 (5 月）　● 電波専門委員会審議開始 (9 月）　● VERA ユーザーミーティングでの現状報告 (9 月）
● VLBI 懇談会シンポジウムでの議論 (11 月） → コミュニティーによる具体的対応案作成へ　●１回目の電話会議 (12/9)

　　　　　　　　　　　　　　                                                                コミュニティーでの議論の内容等は web/v-con ML 等で公開中。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要

　米国 NRAO から国立天文台へ要請が出ている VLBA 運用経費の一部支援 （年間 USD 200,000） に対して、 VLBA ユーザー及び国内 VLBI 
コミュニティーからの要望という面から議論を重ねてきた。 VLBA はほぼ全ての仕様において世界最高であり、 コミュニティーにおける重要な VLBI
研究課題を推進するために必須な装置であることは確認された。 しかし、 国立天文台からは、 少なくとも支援の対価として提供されるもの ( 提示
された例 ： 年間 100 時間の VLBA 観測時間） を用いて実行される研究に関しては、 オリジナリティや各種学術的意義 （研究成果、 国内
コミュニティーへのフィードバック、 等）、 その実効性 （実行体制、 等） を確立しておくことが要求される。 これに向けてユーザー側からは、 様々な
実行中／実行予定の研究課題の提示があり、 その中から上記の条件に最適なものを選別する予定である。 ただし、 国立天文台を含めて世界の
主要研究機関が VLBA を支援することにより、 open sky policy を維持し、 全地球的 VLBI 観測網運用へとつなげ、 他分野と伍するような研究を
展開する力をつけていくことが、 諸外国研究者と連携を進めて来た VLBI コミュニティー側の願いであることを忘れてはいけない。

国内 VLBA ユーザーの VLBA 利用実績と需要　図 1 参照
2011 年の要求総観測時間 : 150 時間
VLBA を使った研究の出版査読論文数の推移 ： 　2006 年以降
　6(4),3(2),4(3),3(1),4(0),9(2) （括弧内数字 : 出版論文数のうち外国人が筆頭著者である論文の数）

アンケートによる VLBA 観測時間へのニーズ ：  400 時間／年程度　

 
海外の研究機関の動向
□ USNO （米国） ： USD 1M/ 年提供
　　ー　Manua Kea 及び Saint Croix を毎日１時間利用、 UT1 （地球回転） 計測のため
□ MPIfR （ドイツ） :　受信機提供　ー　mm 帯 VLBI 観測時間 （Sgr A* 撮像、 AGN 探査）
□ SHAO( 中国） ： 　資金提供開始 (USD 100k/ 年）　ー　上海のグループが使っている。
□ ASIAA （台湾） ： 　Manua Kea 運用エンジニア２名の雇用　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー　Manua Kea 運用時間獲得、 リモート運用の勉強
□ CSIRO/ICRAR （オーストラリア） ： 　資金提供検討中 （USD 125k/ 年）

 
国内 VLBA ユーザー、 VLBI コミュニティーによる直近議論の方向性
◎ 天文台のお金の使い道 （他の部分が削られてしまう？） については別途要望する。
◎ VLBA のために天文台がお金を出す為には、 天文台へ VLBI コミュニティーから説得できるような根拠 （科学的意義、 フィードバック、 研究実行
　　体制、 等） の提示が求められている。 現在 ・ 将来のプロジェクトと親和性があるオリジナル性のある計画でなければいけないのでは？　
◎ 一般共同利用 (open sky policy) の枠組みの中でできるものは、 以下ここでの議論とは別に個人裁量で観測を遂行することになる。 しかし天文台
　　観測時間枠から即除外されるという意味ではない （時間枠運用法については、 別途議論が必要）。
　　例 ： 　High Sensitivity Array (HSA) が必要な水メガメーザー観測、 現在進行中の研究、 など。
　
※天文台が運用する VLBA の１００時間／年を使って重点的に進める研究分野 ： 　現在 VLBI コミュニティー内で検討中

★ ミリ波 ・ サブミリ波 VLBI へ向けた準備研究、 特に 86GHz (AGN、 メーザー源）　
　　VERA+KVN の 43/86GHz 帯観測へと発展させるものとして VLBA 観測
　　@86 GHz を位置付け （かつての VLBA for VERA のようなもの）。
　　ALMA の時代にミリ波 （ ・ サブミリ波） VLBI 観測網自体が不十分。

★ VERA/VLBA 共同アストロメトリ　
　　天体数としては限られるが、 VERA では精度が足りない／
　　計測不能な重要天体を対象とする。

ALMA 観測対象天体の VLBI による徹底的な探求も視野に入れる。
　
今後の議論のスケジュール （案）
　電話会議 ： 　１２／２２ （木）、 １月、 ２月に１回ずつ
　VLBI 運営小委員会 （１月）、 電波専門委員会 （２月）
　に向けて議論の結果をまとめる。
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図 1　日本人研究者による VLBA 利用状況。
2011 年は採択／実行分のみ。

図 2: Global VLBI と各観測装置／プロジェクトとの
相関図 （今井、 2011 年 VLBI 懇談会シンポジウム）


