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柏川伸成 

(NAOJ/TMT推進室) 
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2012.09.すばるHSCサーベイによるサイエンス 

TMTの特徴 

TMTとすばるの役割 

サイエンスケース  



TMT Fast Facts 

口径30m 

Filled segmented primary(Φ1.44m) 

Active and adaptive optics  

0.31-28um 

US、 カナダ、日本、中国、インドの国際協力 

日本分担：望遠鏡、主鏡、観測装置、など 

総建設費1５00億円(日本は1/4負担を目指す) 

ハワイ・マウナケア 

初期観測装置３台+AO 

2021年末観測開始 
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TMTの特徴 1 
 

大集光力: すばるの14倍  
  → 遠くまで、暗いところまで、見える。 
 

8m 30m 
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TMTの特徴 2 
 

高い空間分解能：0.015arcsec, JWSTの5倍   
  → 細かいところまでよくみえる。 

 
 

8m 30m 
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TMTの特徴 3 
 

高い波長分解能  R<100,000   
  →   物理測定の精度が上がる。 
 
 

8m 30m 
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TMTの特徴のまとめ 

 

TMTの特徴 
– 大集光力  
  → 遠くまで、暗いところまで、見える。 
– 高い空間分解能 0.015arcsec   

  → 細かいところまでよくみえる。 
– 高い波長分解能  R<100,000   
  →   物理測定の精度が上がる。 
 
これらのTMTの特徴を活かした観測装置・    
観測計画 
 



すばるをめぐる将来計画とその役割 

2000          05             10              15                  20  

Subaru 

TMT 

新しい宇宙像を切り開く観測 

広視野を活かしたサーベイ観測 

HSC 

さらに新しい宇宙像を切り開く観測 

PFS 

GLAO/IRD 

高解像度/高精度を活かした戦略的観測 

強い連携 

目的を絞った観測研究 

新技術による装置開発 

各大学における望遠鏡計画 

- 東大TAO 

- 広島かなた 

- 京大岡山望遠鏡 

- 東北大南極望遠鏡 

… 

人材育成・交流 



TMTができればすばるは要らない？ 

 
小さな望遠鏡で見つけて大きな望遠鏡で調べる 

小さな望遠鏡で見つけて大きな望遠鏡で調べる 



SDSSの主要成果 

http://www.sdss.org/signature.html 

 

The discovery of the most distant quasars 
The discovery of large populations of sub-stellar objects 
Mapping extended mass distributions around galaxies with weak 
gravitational lens 
Systematic characterization of the galaxy population 
The demonstration of ubiquitous substructure in the outer Milky Way 
Demonstration of the common origin of dynamical asteroid families 
Precision measurement of the luminosity distribution of quasars 
Precision measurements of large scale clustering and cosmological 
constraints 
Precision measurement of early structure with the Lyman-alpha forest 
Detailed characterization of small and intermediate scale clustering of 
galaxies 
Discovery of many new companions of the Milky Way and Andromeda 
Discovery of stars escaping the Galaxy 
Discovery of acoustic oscillation signatures in the clustering of galaxies 
Measurements of the clustering of quasars over a wide range of cosmic time 
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8-10m望遠鏡とのsynergy 



HSCとTMTのsynergy 
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Current & Future high-z galaxy survey 

JWST z JWST K 

Pan-STARRS 

LSST 

SDF NB z=7.0 

SXDS NB z=6.5 

UltraVista NB z=8.8 

WIRCAM NB z=7.7 

HSC deep 

HSC UDS 

HSC NB z=6.5 
HSC NB z=7.0 

TMT-IRIS J-spec 
5hr R=4000 S/N=10 

TMT-IRIS J-imag  
5hr S/N=10  

HSC wide 



すばるの広視野カメラ 

LSST広視野望遠鏡 



HSCとTMTのsynergy 
ーHSCで見つけて、TMTで調べるー 

 High-z LAEの発見とpopIIIからのHeIIの検出 

High-z QSOの発見とGP/IGM金属量の測定 

High-z galaxyの探査とその力学・化学構造の解明 

LBGの探査とIGM tomography 

High-z SNe 発見と分光（z→4） 

High-z clusterの探査とその力学・化学構造の解明 

AGN/SMBHの探査とM-σ relationのuniversality 

Galactic archeology 広域探査と深探査 

稀な天体の発見とその分光観測 

TNOの軌道・分布・色と分光特性 
 

（系外惑星分野ではSubaru-SEEDS/TMT synergy） 

 



宇宙で最初の星(PopIII)の検出 
 

すばるで見つけた
z=6.5LAEs 

Schaerer+ 02 

popIIIの観測的証拠となるのは
HeII 1640Aの検出 

コンパクト (<30mas) かつfaint 

HSC/JWSTで候補天体捜索 

TMTはz<14までHeIIの検出可能 

Lyα 

TMTの1時間観測での限界 

PopIIIの予測  

される明るさ 



GP troughs in Faint QSOs 
宇宙再電離のトポロジー 

 

Djorgovski+ 06  

多くのz～6 QSOの観測 

宇宙の水素中性度に空間的なばらつき
（patchy reionization）があることがわ
かってきた。 

電離源の銀河の空間分布を反映？ 

zmag<22まではすばるで分光可能？  
さらに暗いQSOはTMTで分光 

 → mapping the IGM ionization 

 



初期宇宙の化学進化 
 

HSC QSOサーベイによって、よ
り暗く、より遠方のQSOサンプル
が得られる。  

QSOの金属量 

z=7でもlow-z QSOと同程度.
まだ初代QSOではない. 

MgII → BH mass SMBH及
び銀河の初期星形成史に制限. 

宇宙空間の金属量 

かなり前(z≫5)に金属汚染され
た? by the first (2nd) stars? 

z>6における銀河間空間の金
属 ⇒ IGMの金属abundance
とイオン化状態⇒ 初代QSO/
初代星のモデルに制限.  

 

NV/CIV ~0.7   
Supersolar-Z 
at z=7.0 
(t~0.8Gyr) ? 

Mortlock+ 2011 

Ryan-Weber+ 09 

IGM CIV metal density:      
no evolution at z=2-5(6) 

 



x30 

IGM tomography 
 

TMT: R=10,000の限界等級は24mag 

背景光源の個数密度でdominantなのはQSOではなく銀河(2個/arcmin^2) 

<300kpcくらいの空間scale相関を得ることができる。 

宇宙におけるHI・metal・星の3次元地図が描ける。 

HSC: 環境依存性、GWの強弱、など多様なターゲットフィールドを提供。 

 

IGM distribution 
Galaxy distribution 



Forster Schreiber+ 09 

TMTが切り拓く銀河進化 

速度マップ 

銀河内部におけるsub-kpcスケールのバリオンの複雑
な物理素過程とその進化(z~6まで)を明らかにする。 

星形成率マップ 

金属度マップ 

密度マップ 

ダスト減光マップ 

温度マップ 

弱いAGNの検出 

Inflow/outflowの検出 



近傍銀河の星形成史 
 

近傍銀河の色等級図から年齢や金属量を明らかにする 
混んだ領域でも星を分解、M32で5等深い主系列星まで検出可能 
HSC: substructureの検出 TMT: 深い色等級図, 高分散分光 

TMT 8m TMT 8ｍ 

Virgo RGB stars can be resolved 



rare objects  

HSC広視野探査で”稀な”天体が見つかる→TMTの恰好のターゲット 

 － Lyα blob, high-z clusters, lensed galaxy 

LAB – 個数密度, 環境依存性 

High-z clusters – 高密度領域における銀河形成・進化 

Lensed galaxy – 内部構造を探る 

Intrinsically bright object   

Transient objects: GRB, TypeIIn Sne → TMT/TOO 

 
 

21 
Matsuda+ 04 Venemans+ 05 Reiss+ 04 



TMT IR GS catalog 
 

TMT/NFIRAOSはJ-band波面センサー 

少なくとも3個/arcmin^2, J<23がほしい。 

しかしこんなに深い全天NIRカタログはない 

そこで可視スペクトルをSED fitしてNIR magを類推する 

この手法が使えるかどうかCFHLSのデータで確証中 

うまくいけばHSC/PANSTARRSデータで応用したい。 

銀極方向のガイド星密

度の時、天頂方向で

50%の確率 



まとめ  
様々な分野でのHSCとTMTの共進化 

 PopIII 

Chemical  

enrichment 

SMBH 

Galaxy 

structure 

reionization 

IGM 

tomography 

rare objects 

Galactic archeology 


