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第
章 望遠鏡システム

この章のまとめ� �
�����望遠鏡は、以下を基本仕様とする冷却望遠鏡である。

口径' ��� �

運用温度'  �� !

精度' 波長 � �� での回折限界
重量' 望遠鏡システム全体で +-- >�

����� 望遠鏡要求 �大型化、軽量化、冷却時の特性�を満たすために、������� 望遠鏡開発
の実績を発展させ、��� あるいは �2��� を用いた革新的な望遠鏡の開発にとりくんできた。
上記の開発は成果をあげてきたが、プロジェクト開始できる技術レベルにまでは未だ達して
いない。したがって、フェーズ � において、主に以下の開発要素にとりくむことを提案する。

� 複数検討されてきた ����� 望遠鏡方式の決定

� 望遠鏡アラインメントを含めた組み立て、ハンドリング、輸送方式の確立

� 望遠鏡システムの極低温光学試験方法の確立

多くは、これまでの ������� などで実績のあるものの拡張ではあるが、大型化に伴う困難
点の克服が課題である。
� �

��� 基本仕様

�����望遠鏡は、口径 ��� � の ���	�
����
��
� 系を基本にした設計を計画し、中間赤外 線
～遠赤外線の観測波長域に最適化することを目標とする。この波長域では、望遠鏡 自身からの熱
輻射が ;�	>��$�� ����
 として支配的な寄与をするので、極低温に冷やされた望遠鏡システム
を構成することが重要である。また、観測波長が長くなるにつれ、回折による空間分解能が劣化
し、天体が分解できないことによる ��$	
�	���$���� ����
 が検出限界に支配的になる。したがっ
て、可能な限りの大口径化は、空間分解能の点だけでなく、感度向上の点からも非常に重要であ
る。極低温に冷却された大口径の宇宙望遠鏡は、中間赤外線～遠赤外線天体観測において理想的
な観測手段を提供する。����� 望遠鏡は、軌道上での放射冷却と冷凍機の使用により、システム
全体を  �� !まで冷却することを計画している。主鏡サイズ ��� � は、�������主鏡の口径が
+- 	�、���（����D
 ���	
 �
�
�	��
）が .� 	�であったことを考えると格段のサイズ拡大であ
る。赤外線～サブミリ波の波長帯で現在、5"��（5��
� "
;; ���	
 �
�
�	��
）が *�� � 展開
型の放射冷却による望遠鏡を計画しているが、�����は、さらに冷凍機による冷 却を行うため、
(- �� より長波長側では、多少口径が小さくとも、5"��より高い感度が達成できる。この他、
3��（3
�	�
� ���	
 �;�
?����）は遠赤外からサブミリ波帯の観測を行う衛星で、����� と
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同じ ��� � の望 遠鏡を搭載するが、これも放射冷却のみのため、中間赤外域から遠赤外域では
����� が最大の性能を持つ。表 *�& に ����� 望遠鏡システムの基本仕様をまとめる。図  �( に
3���� フェアリング内への搭載図を示す。
冷却系のところに記述されているように、�����は、常温で望遠鏡を打ち上げられ、軌道上で冷
却されるという C�� ��$�	� コンセプトを適用する。極低温での観測を条件とするため、�����

望遠鏡では、 5"�� のような展開型のセグメント鏡デザインを採用せず、& 枚鏡で ��� � 望遠鏡
の実現を目指す。このことは望遠鏡システムの複雑さを取り除き、技術的な実 現性・信頼性を高
めることにもつながる。主鏡支持に対する設計ベースラインは、信頼性を高めるために、受動支
持か、あるいは能動支持であってもできる限りアクチュエータの数を減らすことである。また、副
鏡には ������� でも実績のある焦点調整機構 を設ける。望遠鏡システムの総重量は +-- >� 以
下を目指しており、主鏡に割り当てられる重量は約 �-- >�、面密度で �- >�2�� となる。これは
5"��（� (� >�2��）ほどではなくとも、�������（(+ >�2��）や ���（(. >�2��）に匹敵す
る軽量化である。運用温度  �� !での望遠鏡の結像性能は、波長 � �� での回折限界を目指す。こ
れは総合透過波面精度で ��- �� ��に相当し、鏡の熱変形をいかに小さくできるかが鍵となる。
さらに、中間赤外線でコロナグラフ観測を行うため、表面粗さが充分に低く散乱特性が良好な鏡
面を  �� ! で達成することが求められる。ちなみに、3��望遠鏡の場合、運用温度 +- ! での結
像性能に対する要求は、波長 ,- �� での回折限界であり（総合透過波面精度にして * ����）、
�����鏡 は約 (- 倍も高い波面精度が要求される。冷却のみならず、打ち上げ振動環境や軌道上
での重力解放に対しても、望遠鏡の光学アラインメントが充分に保持されなければならないこと
は言うまでもない。

表 *�&' �����望遠鏡システムの基本仕様
項目 仕様
光学系 ���	�
����
��
�系
主鏡口径 ��� �（一枚鏡）	�
� ��
�$
' ��� �

運用温度  �� !

合成焦点距離 � &. �

視野径 � �- �	���

主使用波長帯 � B (-- ��

結像性能 波長 � �� 回折限界
総合透過波面誤差 � ��- �� ����

鏡面荒さ � (- �� ����

総重量（光学ベンチを含む） � +-- >�

このように ����� は、従来にない大型の衛星搭載冷却望遠鏡計画であり、これまでのも のと
は全く別の新しい技術・概念の望遠鏡システムの開発が要求される。特に鏡には、軽量でかつ高
剛性の設計が求められ、熱伝導が高く、低熱容量で熱膨張率の低い（熱変形の小さい）材料が要
求される。放射線耐性の検討も重要である。

��� 光学設計

����� 望遠鏡は 3���� のフェアリングに収まることが条件として、主・副鏡間距離及び 焦点
位置をパラメータとし、どの程度の光学性能が予想されるかを波長 � �� でのストレール比で評
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価し、検討した。検討結果を表 *�(にまとめる。ストレール比は光軸上及び、軸から ,X、(-X の位
置で評価した。中間赤外線の装置は光軸に近い位置に取り付けることと、その要求視野から、軸
上及び ,X 位置でのストレール比を評価の指標とした。なおストレール比は各視野での最良像面で
評価している。すなわち、像面湾曲は装置側でとりつけ位置を補正することを前提としている。

表 *�(' 各望遠鏡パラメータにおける ���でのストレール比
タイプ 主・副鏡

間 距 離
����

主・焦
点 位 置
����

合 成 焦
点 距 離
���

ストレール比

軸上 ,X (-X

� (++( .(. (& -�,,� -�,* -� ��

1 (�+( &-(. (& -�,,� -�,*� -� �(

� (++( .(. &. -�,,+ -�,** -� +&

4 (�+( &-(. &. -�,,* -�,*� -� * 

) (++( .(. &� -�,,+ -�,*+ -� .&

� (�+( &-(. &� -�,,+ -�,*+ -� +*

/ (,.* .(. (& -�,,* -�,*, -��-(

3 (,.* +(. (& -�,,* -�,*+ -� . 

� �&.* .(. (& -�,,+ -�,+( -�� �

5 (,.* .(. &. -�,,+ -�,+- -��&&

! �(.* +(. (& -�,,+ -�,+� -��  

# �(.* +(. (- -�,,+ -�,+� -�� *

% �(.* +(. &, -�,,. -�,+� -�� +

0 �(.* +(. &. -�,,. -�,+ -���(

表より明らかなように主・副鏡間距離の長いものほどストレール比は向上する。これらのモデ
ルについて、フェアリングとの関係を詳細に検討した結果、主・副鏡間距離が �--- �� を超える
�!�0� ものについては、与えられた空間内に収めることが難しいと判断し、�--- �� を超えない
範囲で比較的性能のよい���
 5 を検討のベースラインとした �図  �(�。図中、バッフルについて
いる (- 度の角度は、観測可能天域を拡げる目的で設けられている。
また図 *�&に、像面湾曲の程度と非点収差を示す。
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����� は、上記のように大型・冷却・衛星搭載用の望遠鏡を目指しており、この目的に 即した
鏡材の選定を行うことが重要である。�����の鏡材には、�&� 高剛性、�(� 軽量、��� 冷却に対す
る安定性、� � 高い研磨性などの特質が要求される。また、コロナグラフを搭載する予定であるた
め、低い鏡面粗さが達成されることも重要な条件である。表 *��と図 *�( に ����� の候補となる
代表的な鏡材料の物性値をまとめる。図 *�(の横軸は、軽量化のしやすさを表す指標である比剛性
（ヤング率と密度の比）を、縦軸には温度変化に対する安定性の指標である熱伝導率と熱収縮率の
比をプロットした。つまり、軽量冷却鏡材として、右上が望ましい材料である。
このような鏡材物性値の比較をもとに、これまで ����� 望遠鏡システムとして、いくつかの
構成が検討されてきた。各々の特徴を以下にまとめる。古典的なガラス鏡を除いて、鏡材は必然
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図 *�&' 結像サイズで表した �����望遠鏡の収差。太線は像面湾曲による収差で、観測装置を最
良像面におくことで補正する。細い実線は非点収差を、また破線は波長 ���での回折限界を表す。

表 *��' 候補となる鏡材の物性値などの比較。室温での代表的な値を示す。
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的に図 *�(で右上に位置する。

図 *�(' 候補となる鏡材の物性値。右上ほど軽量冷却鏡の材料として有利。

��
�� �!� 鏡

��� は現在、打ち上げ準備中の ������� で望遠鏡の材料として用いられ、また 3�� 望遠鏡
では ��� � の ��� 主鏡が用意されている。比重に対するヤング率が高く、剛性の高い鏡を設計す
ることが可能である。温度安定性が優れており（熱変形が小さい）、実績がありデータも蓄積され
ている点で有利であるが、課題は研磨性と大型化にあると考えられる。とくに焼結した ��� は表
面に微小気孔が残るため、低い鏡面粗さを必要とする ����� では問題となりうる。 �������

では表面に �:4 層を付けることで、研磨性を高めたが、現在の設備では ��� � の �:4 を行え
るところはない。また、ブランクについても、現在、製作可能なものは ( � 以下である。3�� で
は、ろう付け（;�D���）により ��� � のブランクを製作する方法が開発されており �詳細は *��

節�、����� の要求精度（� �� 回折限界）を満たす材料が製作できるか検討することが重要な課
題である。また、基本的に脆性材料であるため、機械的信頼性に若干の不安も残る。高剛性の鏡
が設計できるため、能動支持が必要でないシステムが実現できれば、大きな利点となる。
最近では、より高強度化された反応焼結型 �
�	���������

�� ��� �������� が鏡材として注目
されており、0����� と呼ばれる国内で開発された新素材については、�:4コートなしでも低い
鏡面粗さを達成できることや、焼結時の収縮率が小さいことなどが確認されている。この 0�����

については、*�+ 節で紹介する。

��
�� �"�!� 鏡

�2��� は、炭素繊維と炭素マトリックスを �2� 化した後、�� を含浸させ、炭素繊維分を残し
ながら ��� 化させたものである。炭素繊維が残るため、破壊靭性が高い材料で、機械的信頼性の
高い設計が可能となる。また、機械切削も容易で、大幅な軽量化が可能であり、また複雑な構造
（ねじ等）を取り入れることが可能である。とくに後者によって、鏡面への熱変形の要因として極



�� � 望遠鏡システム

めて重要な主鏡支持構造を最適化ができることが、大きな利点となる。また ��含浸の際にセグメ
ントを接合できるため、大型化が容易である。一方、 �2��� は複合材料であるため、一様性の確
保が技術的課題である。また温度安定性は ��� に比べ明らかに劣り、冷却鏡材としての実績も不
十分である。さらに、表面に ������ スラリーコートを施し、研磨性をあげるなどの工夫が必要で
ある。

��
�
  # 鏡

1
 は 5"�� での採用も決まり、これまでにも ����、 ��� などの冷却望遠鏡の実績もある。
極低温下での性能についても、年々、材料の開発が進んで改善されている。比重が小さく、ヤング
率が高いため、軽量鏡としては有利な材料であるが、現在の設備では � � を越えるブランクの製
造は不可能で、5"�� のようにセグメント鏡を採用しない限り、����� に適用するのは難しい。
また、これまで 1
 鏡の開発がさかんであった米国も、最近では、1
の毒性による環境・人体へ
の影響が考慮され、��� 系の代替材料へと移行す る流れにある。

��
�� �	�� 鏡

���� 鏡はこれまでにも波長の長い観測用の鏡としては採用されてきている。比重が小さく、
剛性が高いため、軽量化には最も有効な材料である。また、曲げ強度と破壊靱性が非常に高いた
め、機械的信頼性は極めて高い。さらには、 ���� は熱膨張率を０近くにコントロールできるた
め、低温での応用にも有利と考えられる。このように、���� は次世代の新しい軽量冷却鏡材と
して、とても魅力的な材料である。しかし、表面を直接、研磨することができないため、鏡面を
作るにはレプリカ法などの技術に頼 らねばならず、赤外域での応用には大きな開発要素が残って
いる。

��
�� ガラス材を用いた薄メニスカス鏡＋多点能動支持

ガラス材（<#)、�$�
� ����	� 等）は古くから鏡の材料として使われてきた実績があり、研磨性
は充分に確立している。しかし、剛性が低いため、軽量化した場合、鏡面をそれ自身で支えるこ
とが困難となる。この問題を克服するには、積極的に薄い鏡にして、多点（数 &-- 点）で 能動支
持を行うシステムが考えられる。この方式は 5"��でも検討されたが、����� に応用した場合
の最大の課題は、多数の能動支持機構を低温で正常に動作させることにあると考えられる。低温
部に支持機構を置くことが要求されるため、複雑になるシステムを高い信頼性で動作させること
が課題である。また本質的に薄ガラスなので、機械的信頼性には大きな不安が残る。

��� ���� 望遠鏡の開発

前節での得失を考慮し、現在われわれは、 ����� 望遠鏡の鏡材として、 ��� および、�2���

複合材の２つに候補を絞り、検討を進めている。前者のメリットである温度安定性と軽量冷却鏡
としての実績、および後者のメリットである機械的信頼性と支持構造部などの加工性を重視した。
���による望遠鏡は、住友重機・ニコン・����$�グループが提案しており、�2���複合材による
望遠鏡は三菱電機グループが提案している。また国産の �� ��� については、0����	
・東芝の
グループが検討を進めている。それぞれの詳細については次節以降で述べ、ここでは、�2��� 複
合材の小型試作鏡などに対して我々が行った評価試験の結果、および ��� については �������
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での評価実績などについて簡単に紹介する。
これらの開発にあたっては、戦略的開発経費に加えて、一般の競争的資金 �科学技術振興調整費�

のサポートを受けた。

����� �"�!� 複合材鏡

我々は鏡材料としての �2��� の開発を、これまで三菱電機とともに進めてきた。図 *�� に は、
�2��� の一様性を上げた改善結果を示している。いくつかの条件で �2��� のサンプルを試作し、
極低温までの熱膨張率の測定や強度の測定を行った。その結果、&-- ! 以下で -�&� ���2! 以下
の材料を実現している。また小型平面鏡を試作して、常温と極低温での散乱特性を測定し、表面
状態が温度により有意に変化しないことを確認した。さらに ������ スラリーコートによって、表
面粗さが (�, �� ��にまで改善されることを確認した。

図 *��' �2���複合材料の改善。左図と比較し、右図の材料の一様性が大きく改善されていること
が分かる。

また、&*- ��球面鏡を複数枚試作し、�2� 化、�� 含浸、接合のプロセスをそれぞれ改善する
ことに成功している。図 *� に、この球面試作鏡の (作目に対して行った、干渉計による極低温
での面形状変化の測定結果を示した。この鏡は � セグメントの接合鏡であり、鏡面に ������スラ
リーコートは施していない。室温から ( ! で面形状の変形量は *- �� ����であった。この変
形量は、後述の ������� ��� 試作鏡に比べれば、まだかなり大きいが、今後、より改善された
サンプルで低温面検を行う予定である。

����� �!� 鏡

������� では、多孔質の ��� をコアに �:4 の ��� を表面につけた、サンドウィッチ構造の
��� 材を用いて、-�+ � の軽量鏡を実現している。この開発にあたって、&*- �� の球面鏡を試
作し、液体ヘリウム温度までの冷却試験を行っている。図 *�� に示すように、��� 自身の冷却に
よる変形は . �� ���� 程度と非常に小さく、冷却望遠鏡の材料としての実力は実証されている。
������� 望遠鏡では、実際の低温での変形は ��� そのものではなく、鏡の支持部の構造に起因
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図 *� ' �2���複合材 &*- ��球面鏡（第 (作目A � �
��
��接合）とその低温変形を干渉計で測
定した結果。

するものが大きかった。この結果は、����� においても、冷却変形を考慮した支持部の設計が重
要であることを示している。
������� で採用された �:4 の ��� は、前章で述べたように現状では ��� � のブランクには
適用できない。現在は、3�� 望遠鏡で採用している、ろう付けした �;�D���� 焼結 ��� による製
作を検討している。焼結 ��� の場合、��� の粒に起因する数 �� の大きさの孔が表面に存在する
ことが分かっている。この影響は全散乱光の強度から &- �� ���� 以下の面粗さと等価と評価さ
れているが、����� の要求精度との充分な検討が今後、必要である。ろう付け焼結 ���について
は、3�� 望遠鏡の開発のなかで試験データが蓄積されているが、要求精度が ����� と比べて一
桁以上低いため、今後は ����� の要求精度での測定・評価が必要となる。特に 3�� で採用され
ている能動支持機構なしのシステムが ����� でも可能かどうか（自重変形が補正できるか）を
十分に検討する必要がある。

図 *��' ������� ���&*- ��試作球面鏡（第 �作目）の、常温から * !までの低温面検の結果

��� ��� 望遠鏡

この章では、����$�21����
	により開発された ��� &-- を用いた望遠鏡案についての詳細を
記述する。
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図 *�*' �������フライト望遠鏡

����� �!��$$

前章までで述べたとおり、各種 ��� は鏡材料として比較的新しいものであるにも関わらず、そ
の極めて優れた温度安定性により、既に冷却鏡として数々の実績がある。����$�21����
	 によ
り開発された焼結 ������� &--� もその例外ではなく、多くの鏡プログラムや試験プログラムを通
じて、機械的、熱的、光学的に深く研究されている。表 *� は ���&-- の各種特性一覧である。

表 *� ' 焼結 ���の特性
特性 値
M�$��率  (- /�� N(,�!

線膨張係数（ ����--!） (�(�&-�
 N(,�!9 -�& �&-�
 N++!9 ～- N���!

熱伝導率（ ����--!） &, "2�! N(,�!9 &*� "2�! N++!9 -�. "2�! N���!

比熱（ ����--!） *.- 52>�! N(,�!9  - 52>�! N++!9 -�-( 52>�! N�!

線膨張係数のばらつき � & U &-�	 N(,�!

破壊靭性 !�� � ��� %�� ����

密度（ ����--!） ��&+ �2	��

"
�;$�� 係数 � &-

許容曲げ応力  点曲げ ～ �- %��9 (軸 ��+� %��

ろう付け �;�D���� は大口径の ���モノリシック構造を製作するための解決法であり、����$�

社と 1����
	 社によって開発された。この技術により、既に焼結済みの部品を組み合わせてろう
付けすることができる。ろう付けされる部品同士は、グラファイト製の冶具で保持され、ろう材
が毛細管現象により部品同士の隙間を満たす。この作業は &�-- Æ� の環境下で行われる。接合部
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の代表的な厚さは �- ��であり、この厚さの時、組立品の強度が最高になることが確認された。
ろう材が ��� のような挙動を示すため、接合構造の特性はモノリシック構造と同等のものが期待
できる。また、ろう付けプロセスは反応性のものではないため、化学的手法によりろう付けを外
すこと ができる。
ろう付の特性は、９つのピースからなる 3
�	�
� 11% （� &��� �）の製造中に試験された。
製造された鏡は振動試験、&&- ! の温度環境試験をパスした。振動試験レベルは機軸方向 (, /、
機軸直角方向 (+ /であった。また、温度環境試験中にろう付けやセグメント間の線膨張差による
変形は測定されなかった（波面収差の測定精度 -�� ��）。さらに、本プロセスは (--� 年 && 月、
���� � の 3
�	�
� 鏡に適用され、成功を収めた。ろう付け部の幅が狭いおかげで、硬度の非連
続が生じないため、研磨プロセスへの影響もない。すでに複数のろう付けされたブランクが大き
な問題無く研磨され、可視光領域で S
��$ と同等の光学精度を実現している。
3
�	�
� 望遠鏡の ��� � の主鏡は現在、研磨の最終段階に入っている。図 *�+に���
���後述�

で研磨中の 3
�	�
� 望遠鏡の主鏡の写真を示す。

表 *��' ろう付け部熱特性
特性 値
ろう付け部ヤング率 ) &&� /��

ろう材の (- Æ～&--Æ の平均線膨張係数 �  �+ �&-�
2!

��� 母材の (- Æ～&--Æ の平均線膨張係数 �  �+ �&-�
2!
グラファイト（冶具材料）の (- Æ～&--Æの 平均線膨張係数 �  ～ �+�&-�
2!

ろう付け部強度 � *- %�� �����	���

図 *�+' ���
��で研磨中の 3
�	�
� 望遠鏡 ���� ��� 主鏡
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����� �!� 望遠鏡設計

機械設計

望遠鏡システム全体図を図 *�.に示す。この設計では ��� 技術を望遠鏡の大部分の部品に適用
する。 ����� 固有の回折や遮蔽に対する要求から、副鏡は主鏡の縁部を切り欠いて光学ベンチ
から支持する構造とした（3
�	�
�では副鏡は主鏡から支持されている）。
望遠鏡の主要な構成は以下のとおりである。

� ����ｍ主鏡 �%&�

&( 個の ��� 製セグメントをろう付けして製作する。主鏡は �本のチタン合金製バイポッド
を介して光学ベンチに固定される。望遠鏡に対して与えられた容積内に%(支持構造を収め
るため、%& 周辺部を切り欠く。

� 副鏡支持構造
 本の ��� 製ストラットから成り、副鏡上部構造に連結している。 ヶ所のインバー部品で
光学ベンチに固定される。

� �+,( �� ��� 製副鏡（%(）
副鏡は � 本のチタン合金製バイポッドを介して %( 背面構造と呼ばれる円筒構造に取り付
けられる。%( 背面構造は %( 上部構造に � 箇所の焦点調整機構を介して取り付けられ、光
軸方向に駆動可能である。

� 光学ベンチ
����� 冷却系と �(+-- �� 上の . 箇所のインタフェース点で固定される。光学ベンチは主
鏡、副鏡を支持すると同時に焦点面観測装置（���）を支持し、両者の位置関係を保持する。

図 *�.' ��� ����� 望遠鏡設計外観図

主鏡

主鏡の設計は 3
�	�
�の ���� � 鏡を応用したものである。光学面の厚さは (�* �� であり、
想定される研磨圧のも とで要求波面収差（"�)）を実現可能である。主鏡構造は重力、研削、研
磨拘束による歪を最小にし、����� の質量、剛性使用を満足するよう最適化されている。主鏡高
さを 抑えるため、スティフナの最大高さを &�- �� に制限した。スティフナ高さと厚さの比は現
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在想定している製造プロセスに適合するように、+� とした。スティフナとリブの位置、形状は、
質量、機械的、光学的性能の点で最適化されている。3
�	�
� 望遠鏡の経験に基づいて予備評価
を行い、�-- >� 以下の質量で ����� 要求性能を満足できることが示された。図 *�, に主鏡およ
びバイポッドの設計を示す。
3
�	�
� 望遠鏡と同様、等間隔に配置された � 箇所のバイポッドにより ����� 主鏡の光学ベ
ンチへの ��������	 マウントを実現する。バイポッドを直径 &.�- �� の円周上に配置 することに
より、& / 重力下の変形を最小に抑え、望遠鏡全体の剛性を向上している。
各バイポッドは ( 本のチタン合金製のロッドで構成される。( 本のロッドは主鏡の熱変形を避
けるため構造的に結合しない。ロッドの長さとロッド同士のなす角度は、取り付けボルトの取り
付け作業性や望遠鏡性能（剛性、強度等）を考慮し設計する。
ロッド断面は光学ベンチに容易に取り付けられ、光学ベンチ面の歪の影響を受けないよう、最
小にする。バイポッドは主鏡の下部にインバーブッシュを介して取り付けられる �図 *�,参照�。主
鏡にバイポッドを固定する方法は �����望遠鏡で実績のある方法を用いる。径方向にフレキシブ
ルな部品をインバーブッシュに設け、局所変形による影響を最小にし、ボルトインタフェース面
の熱荷重補正ワッシャにより冷却によるプリロードの増加を防止する。

図 *�,' 主鏡およびバイポッドの設計

副鏡

副鏡は直径 +,( �� の双曲線放物面の ��� 凸面鏡であり、一体成形される。副鏡の背面構造へ
の取り付けは � 箇所の ��������	 バイポッドを介してなされる。この固定方法は ����� 望遠鏡で
実績がある。
近年の可視光鏡の開発においては、����� 副鏡より大口径の鏡でも、(->�2��以下の面密度が
容易に達成されている。従って、副鏡重量は &( >� 以下にできる見通しである。副鏡は ��� の �

*(- �� 主鏡の開発で得られた技術を利用する。

副鏡支持構造

主鏡や副鏡との材料特性の相違による歪を最小に抑えるためには、副鏡支持構造の材料につい
ても ��� を選択するのが最も合理的であるが、それに加え、���副鏡支持構造には以下の利点が
ある。

&� ��� は際立った高剛性を有するため、断面積を最小に抑え、視野の遮蔽率を最小にすること
ができる。
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(� 望遠鏡全体の温度変動に対して、材料の ��) 差による焦点移動が極めて小さくなるため、
焦点調整機構の動作範囲を最小にできる。

副鏡支持構造のストラットと上部構造の接続は接着による。���2���および ���2インバーの接
着方法の認定試験は 3
�	�
� 望遠鏡開発の中で �-!レンジまで実施済みである。接着剤の選定
は強度と健全性を評価してなされた。接着面は鉛直方向に設けられ、冷却途中の焦点変動を避け、
接着部を剪断荷重下で使用できるように考慮される。

光学ベンチ

主鏡と同じように光学ベンチは . 個の ��� セグメントをろう付けした構造である。��� を取り
付けるためにリブが設けられている。主リブは冷却系との . 箇所のインタフェース点同士を繋い
でいる。（図 *�&-参照）

図 *�&-' 副鏡支持構造と光学ベンチ

焦点調整機構

焦点調整機構は副鏡上部構造に取り付けられ、� 式のアクチュエータを同期して駆動すること
により、副鏡を光軸方向に移動する �図 *�&&�。駆動方式は�������で実績のある方法とし、極
低温用ステッピングモータとボールねじを組み合わせ、回転運動を並進に変換する。焦点調整の
分解能はモータ &ステップの回転角（&�. 度）で決まり、並進方向の ( ��に相当する。駆動方向
によるガタをなくすため、板ばねによりプリロードを負荷し、常に & 方向の荷重がボールねじに
かかるようにする。

����
 望遠鏡性能

本提案望遠鏡の性能予測は以下のとおりである。

波面収差（!5� !&	( 5+"9) �++"+）

���	�
����
��
� 方式の焦点面は非常に曲率が大きく、焦点面内の ��� 機器が置かれる位置に
よっては焦点ズレが発生する。従って、���機器の実装に際して、( 種類の調整方法を用いる必要
がある。



��� � 望遠鏡システム

図 *�&&' 焦点調整機構

&� シム調整
機器の焦点面を望遠鏡の焦点曲面にベストフィットするために、シムと傾きで調整する。

(� 補正レンズ
最もクリティカルな機器の前に補正レンズを入れて収差を最小にする（特に%��、コロナ
グラフ、スターセンサー）。

これらの調整を実施することにより ��
�� ���� および "�) バジェットが要求値を満足する
ことを確認した（表 *�*参照）。

表 *�*' ��
�� �����要求値2設計値対比
条件 ��
�� ����要求仕様 ��
�� ����設計値 "�)設計値
中心 �, �	��� � -�. �� � = � �� -�.-� �� � = � �� �+& �� ��

中心 �&. �	��� � -�. �� � = (- �� -�,* �� � = (- �� * & �� ��

全 ��: (- �	��� � -�. �� �= (-- �� -�,,* �� � = (-- �� &,+- �� ��

中心 �&. �	��� � -�. �� � = � �� -�. �� � = � �� �+� �� ��

"�) バジェットに寄与するのは主に、望遠鏡のアラインメント（&(- �� ��）、主鏡の研磨公
差（&*- �� ��）、および冷却効果（((- �� ��）である。��� の高熱伝導率のため、温度勾配
による効果は非常に小さい。
冷却歪の効果は主としてバイポッド2主鏡固定部の設計とセグメント間の ��) ばらつきによっ
て左右される。バイポッドの設計は 3
�	�
� 望遠鏡や �����望遠鏡の長い経験から得られた手
法であり、&(- �� ��という高性能の予測が得られている。セグメント間の ��) 差は 3
�	�
�
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望遠鏡開発の過程で (�� �&-���� 以下と測定されており、"�)を &.- �� ��にすることが可
能となった。

総合波面透過率

総合波面透過率は -�,(（波長 � ��）である。

表面粗度

表面粗度は研磨面そのものの測定値（�:4 コーティングしない状態）で &- �� �� である。
この値は他の測定法によってもクロスチェックされている。

遮蔽率

遮蔽率は &�Kである。

質量

予測質量は望遠鏡部  �- >� 以下、光学ベンチ (-- >� 以下となった。主鏡の質量は �&- >� 以
下に抑えることが可能である。

一次固有振動数

一次固有振動数は光軸方向 �+3D（%&＋光学ベンチの光軸方向並進）、光軸直角方向 �� 3D（副
鏡支持構造の変形）である。

強度

%& に対する準静的加速度は機軸、機軸直角方向ともに &- / である。%(に対する準静的加速
度は機軸方向 &- /、機軸直角方向 (- / である。

����� 材料製造設備

���母材製造設備

��� 母材の製造設備は 3
�	�
� プログラムにおいて開発・認定されており、����� 望遠鏡の
製造にもそのまま適用可能である。最も特徴的な製造設備は、(つのセグメントを一緒に焼結でき
る焼結炉と、直径  � まで製造可能なろう付け炉である。これら設備は稼動可能な状態であり、
3
�	�
� 望遠鏡のフライト主鏡を製造した実績がある。図 *�&(に設備の外観図を示す。

主鏡研磨設備

主鏡の研磨はフィンランドの ���
�� 社で実施を予定している。そこには  �まで研磨可能な
装置が 3
�	�
� プログラムの為に、設置・認定されている。図 *�&�に設備の外観を示す。
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図 *�&(' 焼結設備 �左�およびろう付け設備 �右�

図 *�&�' ���
��社研磨設備



��� ��� 望遠鏡 ���

コーティング

コーティングはスペインの ��������� 天文台の設備を利用する計画である。そのアルミコー
ティング技術は )�4������$� によって認定され、3
��
� 望遠鏡に利用されている。

����� 研磨プロセス

軌道上で正しい鏡面形状を実現するため、研磨と制御は、重力キャンセル環境下で実施される。
主鏡の研磨プロセスは以下のとおりである。

ラッピング工程

ラッピング工程の目的はダイアモンド研削により、傷んだ表面層を除去し、非球面に近い表面形
状を作り出すことである。重力による鏡の変形は ,-個の重力キャンセル装置によって補正される。

表面計による制御

ラッピング工程の間、鏡の形状測定はスイングアーム式のプロフィロメータで行う。プロフィ
ロメータは実測表面と、その表面の頂点に中心があるベストフィットする球との形状差を測定す
る。精度よく中心に設置された鏡と共にターンテーブルを回転することにより、主鏡の誤差の完
全な分布図が測定される。表面計による "�) 測定誤差は 	 & �� �� 以下である。この精度
は3
�	�
�プログラムの一環として、3������ 法で測定した"�) と比較することにより示さ
れた。

研磨工程

研磨はピッチ盤と、より細かいダイアモンド砥粒を用いて行う。��� サンプルの研磨経験から、
この組み合わせによる研磨により &- �� �� の表面粗さを実現することが可能であり、これは
&���� 鏡の研磨面の測定によって示された。

光学制御

主鏡研磨工程では � 種類の異なる光学制御を行う予定である。
垂直姿勢での 3������ 試験による制御：研磨工程の間、主鏡は ( 枚構成のオフナー型ヌルレ
ンズを用いて光学的に試験される。���
�� によって開発された干渉による試験法で &- �� ��

の精度の "�) を測定可能である（図 *�& 参照）。
ペンタプリズムによる円錐定数による制御：オフナー型ヌルレンズはレンズ間隔、厚さ、および
表面の曲率半径といった寸法の誤差により球面収差を生ずる可能性がある。そのため、第二の光学
試験が必要になる。ペンタプリズム試験を行うと、鏡の円錐定数を確認することができる。この
方法は研磨工程の初期に適用され、研磨の最中、円錐定数をモニターすることも可能になる。ペ
ンタプリズム法による"�) 測定の精度は �- �� である（図 *�&�参照）。
水平姿勢での 3������ 法による制御：垂直姿勢では、研磨の残差による誤差を重力キャンセ
ル誤差から区別できないため、- / の補完試験を提案する（図 *�&*参照）。
3������ 法とペンタプリズム法による垂直姿勢での光学制御では重力補正が必要である。補
正は、ミラーの各セグメントの裏面に垂直荷重をかけ、自重を補正することで行う。�)% 解析の
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図 *�& ' 3������ 試験 ���P�$�����

図 *�&�' ペンタプリズム試験の原理
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図 *�&*' 研磨中の -/確認

結果、変形による "�) を &-�� から .- �� �� 以下に減らすには ,- 箇所の補正点が必要であ
る。ラッピングや研磨工程中に、鏡のプロファイルを測定し、�)% を修正することにより、補正
量を調整する。
研磨の最後、垂直姿勢での光学制御終了後、水平姿勢での - / 試験を行う。研磨の分布図はそ
れにより更新され、"�) が要求値である &*- �� �� に対し不十分であれば、修正研磨を実施
する。

!5� 測定精度

主鏡の "�) 測定精度は 3������ 測定法の精度、ヌルレンズの製造誤差、空気の擾乱、冶具
の安定性を考慮すると (� �� となり、主鏡の "�) 目標値である &*- �� の測定に対して十分小
さい。

副鏡の制御

副鏡の研磨制御は、メニスカスレンズを副鏡の直前に設置し、 3����
�������� 法により行う
�図 *�&+�。試験は水平姿勢で行われ、光軸回り -Æ と &.-Æ の ( 回の測定で - / の "�) を評価
する。
主鏡の制御デバイス同様、3����
 メニスカス誤差（屈折率の非一様性及び反射における内側面
の誤差）は補正される。"�)測定精度は副鏡"�)の目標値である +- �� ��に対し、主鏡と
同程度に満足している。
研磨工程の最終ステップは主鏡・副鏡を組み合わせた状態で、球面収差が無いことを検証する

�図 *�&.�。主鏡はターンテーブル上に設置され、副鏡は試験塔内の支持冶具に取り付けられる。こ
の試験で球面収差が十分でなければ、副鏡の修正研磨で円錐定数が補正される。球面収差が要求
値を満足したら、主鏡と副鏡は望遠鏡最終組立に持ち込まれる。
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図 *�&+' 3����
 � ������� 法による試験 	��P�$�����

図 *�&.' ペンタプリズムを用いた主鏡＋副鏡の試験原理
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����� 望遠鏡の組み立て

望遠鏡アラインメント調整はクリーンルーム内の振動絶縁されたフロア上で行われ、光軸を垂
直にし、オートコリメーションにより制御される。液体鏡を分散配置して反射平面鏡とし、���	>�

3������ 波面センサー（"��）を用いる方法が3
�	�
� 光学試験において考えられている。望
遠鏡の瞳は補助光学系によりサンプリングマスク上に再結像させる。サンプリングマスクの前面
には検出器アレーが配置され、望遠鏡瞳のサブアパチャーは検出器上にスポットを生じる。この
スポットの重心を測定することにより、平均の波面傾斜誤差が得られ、望遠鏡の波面マップが再
構成できる。
主鏡は、重力下では � 次の �
���� による &- �� の収差と  -- �� の球面収差により、"�) が

&-�* �� に達するため、重力キャンセラーなしで組立できない。従って、アラインメント調整の
間、主鏡の変形は重力キャンセル装置により補正された状態で試験される。このコンフィギュレー
ションにより、誤差は .- �� ��（その内、�& �� �� は球面収差）に減少することができる。
重力による副鏡の変形は �)% で計算され、主として �
���� による � � �� �� の収差と �.

�� ��の球面収差から成る。主鏡の自重変形が補正されている状態では、副鏡は望遠鏡"�) の
�
���� を生じるのに寄与する唯一の原因なので、これは問題にはならない。
－ & / の重力は、副鏡支持脚とバイポッドに影響を生じ、鏡同士の距離を大きくす る。�)%

解析により、重力により鏡同士の距離は .+ �� 縮む。ベースプレートに対する主鏡位置は E+ 

��、副鏡は － &( �� 移動する。光軸に関する感度解析の結果、�.* �� の鏡間距離の変化によ
り望遠鏡の焦点位置は － &�, �� 移動する。この焦点位置の見積もり誤差は － &( �� 以下であ
り、E-�� �� の焦点ズレが生じる。

図 *�&,' 組み立て試験の 	��P�$�����
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����� �!� 製望遠鏡の実現可能性とリスク軽減

現在進行中の 3
�	�
� 望遠鏡において主な問題点が評価・解決され、�����望遠鏡の基本設計
に適用されている。����� 望遠鏡開発における主要なクリティカル事項は以下のとおりである。

冷却効果

�&��� � の 3
�	�
� 11% は &-- ! までの卓越した光学性能とその予測可能性を示したが、
����� では光学性能やその測定精度のため、バイポッドと光学面との関係に特に注意を払う必要
がある。この部分の設計は、実機を表現するモックアップモデルの極低温試験で検証する。

主鏡の研磨

研磨精度は3
�	�
�よりも厳しいが、主要な問題ではないと予測される。大型鏡の研磨技術は、
����� よりもずっと大口径で精度要求の厳しい地上用の望遠鏡の製作を通じて、欧州の複数の研
磨メーカーによって習得されている。光学性能に対する要求が ����� ほど厳しくないとは言え、
3
�	�
� の主鏡研磨の経験は ����� の主鏡研磨をより確実にする上で役立つものと考えられる。

材料と製造プロセス

3
�	�
� 鏡の特性は �� ! まで得られており、この領域ではクリティカルな問題点は見当たら
ない。しかし、材料およびプロセスの認定のため  �� ! までの追加の特性把握を行う必要がある。
接着、ろう付け、コーティングも  �� ! までの追加試験をパスする必要がある。

��� ����� 望遠鏡

この章では、 ��� 望遠鏡ととも ����� 望遠鏡の有力な候補の一つである、�2��� 望遠鏡の概
略について紹介する。鏡材は、三菱電機により開発された �2��� 複合材を用いる。
図 *�(-、 *�(&、*�(( に望遠鏡の概念図を示す。�2��� 望遠鏡システムは超軽量高剛性主鏡を
パッシブに支持するというシンプルなシステムコンセプトに立脚しており、詳細な構造・強度設
計と波面解析の結果、& 節で述べた仕様の達成の目処を得ている。以下に本提案で特徴的な点を
述べる。

����� �"�!� 複合材料製超軽量・高剛性鏡

新開発の繊維強化複合材料 �2��� の加工性、高靭性等の優れた特性を生かして超軽量高剛性鏡
を実現する。さらに、固定点と鏡の �2� 部には �2���複合材料製 �2� アダプタと金属製 �2�カッ
プを採用し、固定点とのバイメタル変形の影響を極力排除することが可能である。
�2��� 鏡はこれまで &��� のグレゴール望遠鏡に使用され、鏡材料としての実績も積まれてい
る。また 5"�� の観測装置の基材としても検討されており、近年宇宙用の材料として注目を集め
ている複合材料である。本提案で採用を検討して�2��� は、国内での技術開発により、強度を増
強し、衛星搭載用として改善された材料で、機械強度の信頼性が高い。
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図 *�(-' ロケットフェアリング内の �2��� ����� 望遠鏡概念図

図 *�(&' �2��� ����� 望遠鏡概念図
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図 *�((' �2��� ����� 望遠鏡システム概略図
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����� 低支持反力固定点

鏡インターフェース部回転３自由度と半径方向並進１自由度を開放した３ユニットを &(-度対
称に配置してキネマティックマウントを構成する（図 *�(�参照）。�����1 で実績のある、低支持
反力固定点機構を低温に適用する開発を行っており、このマウントによりミスアラインメント、線
膨張率の差による鏡と光学架台の相対変位等の外乱に対して、波面への影響を極力、排除するこ
とが可能である。

図 *�(�' �2���主鏡コンポーネント斜視図（裏より）

����
 能動支持アクチュエータ（オプション）

����� 望遠鏡は、能動支持を持たない方式を基本構想としているが、低温での予想外の変形に
対応するため、３本の能動支持アクチュエータで自重変形や熱変形等の低次モードの収差を効率
よく補正する機構も検討を行っている。��	$�と ����の３自由度を有する副鏡駆動系との �2�共通
化によりリソースの削減と信頼性を向上することが可能である。

����� 重量配分

�2��� 望遠鏡システムの重量配分を表 *�+に示す。今後、主鏡をはじめとした各コンポーネン
トの軽量化を進める。

����� 誤差配分

図 *�( に �2��� 望遠鏡システムの波面誤差配分を示す。
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コンポーネント 質量 �!�� 材質

主鏡アセンブリ 主鏡  -- �2���

光学架台 &.- �2���

バッフル � ��

固定点 ,- ��9 �2���9 �<�

副鏡 副鏡 &- �2���

副鏡バッフル � ��

光学架台 . �2���

駆動機構 *

副鏡固定点 � ��

副鏡ステイ  � �2���

サーマルストラップ、ケーブル (- �$

合計 ++-

表 *�+' �2���望遠鏡システムの重量配分

図 *�( ' �2���望遠鏡システムの波面誤差

�����   % 開発

�% 望遠鏡システムの開発に先立ち、その要素技術開発を目的とした11%を実施中である。と
くに上記の �2��� 鏡材、低支持反力固定点機構は多くの技術開発項目を含むため、これらを組み
合わせた +-- �� 鏡ユニット �図 *�(�� を試作、評価することにより、�% 開発に要求される製造
技術、計測技術、組み立て技術などを前もって習得することができる。
11%固定点に対して、静荷重試験、振動試験を行い、剛性評価を行う。また、+-- �� �2���

鏡と固定点を組み合わせて、 - / 常温波面測定、極低温波面測定などを行うことを計画している。
11% 鏡は、「これを製作・試験することで、�% 鏡の成立性を検証する」という位置づけにあ
る。これより先、11% 鏡と ��� � の鏡の中間サイズの試作鏡を製作する予定はない。鏡材の一
体化の効果、重力変形、冷却変形、固定点の鏡面への影響を計測し、我々がこれらの効果をコン
トロールできていることを確認することで、���� 鏡の成立性を実証することが、11% 鏡開発の
もっとも重要な目的である。
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図 *�(�' 製作中の φ +--�� 11% 鏡。裏面 �固定点側：左�および表面 �鏡面側：右�。

��� 高強度反応焼結 ������	���� 望遠鏡

この章では、国産技術で開発されている ��� 素材0����� による ����� 望遠鏡の可能性につ
いて記述する。

����� ����!� の概要

高強度反応焼結 ����0
C��
	������� ���A 0������は純国産技術で開発された ���素材で、他
の ���と比べ以下のような特徴を有している。

&� 0����� は ��� と �� のみからなるセラミックスである。

(� ��� の曲げ強度をコントロールすることができ、通常の ��� の ( 倍以上の強度が得られる。

�� 焼結温度が約 & -- Æ と常圧焼結の約 (--- Æ に比べ低い ��2��� と同程度の焼結温度�。 設
備面で大型化の際に有利である。

 � 焼結収縮が 	&％以下であり、最終形状に近い形状を焼成後に得やすい。常圧焼結の ���で
は (-％近い焼結収縮が生じる。 焼結収縮が小さいため、大きなサイズの構造に適する。

�� 開孔がなく、表面に �:4���� のコート無しの素材のまま、研磨のみで可視光グレードまで
の鏡面が生成可能である。

また、常圧焼結の ��� と同程度の密度、ヤング率、破壊靱性、熱伝導率、熱膨張係数等の特性
が得られる。このような特徴を有する 0����� の材料特性、鏡面特性並びに研究開発の現状を以
下に述べる。他の ��� 材料に比べて高強度であるということは、大型化構造が他に比べ薄い構造
で構成できることを意味しており、軽量化という点で有利な材料といえる。

����� 材料特性

0����� の材料特性を表 *�.に示す。評価に使用したサンプルは、� �� 厚軽量化プロセス �鏡
面、リブ等の主要部分を � ��で構成する製造プロセス�の試作母材から切り出したものであり、
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得られたデータは実際の軽量化鏡で実現できるレベルのものと見てよい。残留シリコンのために、
通常の常圧焼結 ��� に比べ、密度がやや小さいこと、強度が .-- %�� 以上と ( 倍程度高いこと
以外は、標準的な ��� 素材と大きな違いはない。熱伝導度は、*�� 節の ���&-- に比べ約 �-K小
さいが、通常の一般的な焼結 ��� とは同程度である。

表 *�.' 軽量化鏡面母材材料特性

図 *�(*は、線膨張係数 ���)�の測定例である。低温までの ��) の計測は技術的にも難しく、
測定精度等の評価もしていかなければならない。今後、5�6��0�スペース の共同研究として、
��)を含む低温での材料評価を進めていく予定である。

図 *�(*' 反応焼結型 ��� の ��) 温度依存性

0����� は ���と残留 �� からなり、表面は図 *�(+に示すような状態になっている。ここで、白
く見えている部分が残留 ��、残りの部分が ���である。このような表面を研磨すると、��� と ��

の特性の違いから ��の部分の研磨が進みやすく、良好な面粗さが実現しにくいことが予想される。
実際に、海外を含む � 社で試験的に研磨を実施したが、最初の条件出しに若干時間がかかるもの
の、以後は通常のガラス、��� と同様の研磨で可視光のレベルで使用可能な、&�� �� 程度の表



��� 高強度反応焼結 ������%���� 望遠鏡 ���

図 *�(+' 0����� の表面

面粗さが実現できている。図 *�(.は通常の研磨で得られた面の表面粗さの例である。また、 (�-

�� 程度の軽量化鏡を試験的に研磨した結果からも、0����� のために特殊な研磨方法を適用す
る必要はないということが確かめられている。

図 *�(.' 0����� 研磨後の表面粗さ

��� は研磨による磨耗速度がガラス材に比べ小さく、研磨時間がかかることが予想される。し
かし、研磨速度が小さいということは、修正研磨の際の形状の変化が小さいと言うことであり、研
磨初期粗加工の形状精度の向上により、全体としての研磨時間は短縮できる可能性がある。粗加
工精度と研磨との配分の検討は今後の課題である。
0�����は、&��クラスの可視グレードの &枚鏡を目指し研究開発が進められている。図 *�(,

は、 -- ���の試作平面鏡の例であり、試作目標を図 *��- および *�,に示す。ここで目標として
いる、*�-�� �は試作工場の現有設備の制約によっているが、(--� 年度中には &�超に対応した
設備が導入される予定である。
更なる大型化は、3
�	�
� 望遠鏡で ���&-- 素材で����$�21����
	 が実現したようにセグメ
ントをろう付けで接合して大型一枚鏡とする案、セグメントで焼成した後に反応焼結で接合する
案、セグメントで加工した成型体を焼成時に接合する案等いくつもの方式が考えられる。最終的
に、素材の高強度を活かすために、素材に劣らない高強度の接合が必要であると捉え、検討を始
めたところである。
軽量化鏡面の構造を検討した範囲では、現在の � �� 厚プロセスで実現する & � クラスの鏡面
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図 *�(,' 0�����  -- �� 軽量化平面鏡

図 *��-' 0����� *�- �� 軽量化試作鏡

表 *�,' 0����� *�- �� 軽量化試作鏡仕様



��� 試験計画 ���

では、強度的な余裕が大きくあり、0����� の高強度の特徴を有効に利用できていないことがわ
かってきている。従って、さらに大きい反射鏡や支持構造に応用することで、他の ��� に対して
さらに軽量化の面で、高強度のメリットが活かせると考えている。

��� 試験計画

打ち上げ前に地上で、組み上がった ��� � ����� フライト望遠鏡の光学性能を最終評価しなけ
ればいけない。そのための試験方法を確立することは、����� 望遠鏡開発の大きな検討課題の一
つである。とくに、軌道上での望遠鏡の結像性能を評価するために、精密な - / 測定および極低
温測定が重要である。
ちなみに ������� 望遠鏡では、- / 測定は行わず、自重変形を �)% モデル解析で評価した。
一方、極低温試験については、5�6� 宇宙科学研究本部に液体ヘリウム試験チャンバーを設置し
�図 *��&�、図 *��(のような 	��P�$����� で &- !～常温までの光学測定を行った。光軸が鉛直方
向に平行の、?
��	����U�� 	��P�$����� である。干渉計と � 軸調整ステージをチャンバー上部に
設置し、望遠鏡の下側には -�+� � � 平面鏡を置いて光を折り返し、�$���	���������� させて望遠
鏡の総合透過波面を測定した。今後も、����� フライト鏡の低温光学試験へ進むまえ に、この
チャンバーを使って、さまざまな鏡の低温試験を行う予定である。具体的には、前章までで紹介し
た、���&-- 鏡支持部のモックアップモデル、�2��� 複合材の -�+ � 11% 鏡や、0����� の -�+

� 鏡などの低温光学性能が評価される予定である。

図 *��&' 5�6�宇宙科学研究本部の液体ヘリウム冷却光学試験チャンバー

����� 望遠鏡でも、������� と同様の試験方法で光学性能の評価が可能であろう。ただし、
����� 主鏡は ������� に比べて径が �倍になるので、もはや上記の冷却試験装置は使えない。
また、?
��	����U�� 	��P�$����� では試験装置の高さが問題となり（単純にスケーリングすると
約 (- �の高さ）、作業性も悪くなるので、光軸が水平になる ���D�������U�� 	��P�$����� で測
定する予定である。また、- / 測定は必然的に ���D�������U�� 	��P�$�����となるため、常温 -

/ 試験と極低温試験とで測定システムを共通化できるという大きなメリットがある。
������� の場合のように、国内に望遠鏡試験装置を新たに製造することは、����� のサイズ
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図 *��(' ������� 望遠鏡の低温における光学検査 	��P�$�����

では非現実的であると思われるので、以下では、5�6� 宇宙利用推進本部の * � � 放射計スペー
スチャンバー（図 *���）を改良して用いることを想定して、����� 主鏡単体、および望遠鏡総合
の常温 - / 試験／低温光学試験計画を述べる。なお、*�� 節の ��� 望遠鏡案では、主鏡単体で低
温試験を行わない計画となっているので、望遠鏡として組み上がった状態からの測定となる。

����� 重要な技術開発要素

����� 望遠鏡の光学性能評価試験を始めるにあたって、次の５項目が、最重要な検討課題で
ある。

重力補正マウント、横転台

まず、そもそも ��� � ����� 望遠鏡を横転させ、光軸を水平方向に設定するためには、巨大な
回転支持次具が必要である。また、横置きにした場合、重力による変形で、鏡面に強いアス変形
が生じるので、重力補正マウントの開発が必須である。例えば、錘と滑車の組み合わせで、主鏡
裏の複数点に力を加えて、重力変形を小さくすることなどが考えられる。この重力キャンセラー
は極低温でも使用に耐えるものでなければならないので、*�� 節で紹介したものをそのまま流用で
きかどうかは要検討である。副鏡トラスも下に傾いて、コマ収差が発生するので、副鏡を上に持
ちあげられるような倒れ止め機構もこの補正マウントに付加しておく。なお、横転台は、この重
力補正マウントごと、	,- 度の ( 方向に回せるようになっていなければならない。
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図 *���' 5�6�宇宙利用推進本部の * ��放射計スペースチャンバー

極低温内部シュラウド

上記の * ｍ �放射計スペースチャンバーのシュラウド内の供試体収容空間は * ｍ径�. ｍ長で
あり、シュラウドは &-- !以下まで冷える。この中にさらに内部極低温シュラウドを除振架台上に
設置し、冷凍機で内部シュラウドを &- !以下に冷やす。内部シュラウドのサイズは幅  ｍ�高さ
 ｍ�長さ � ｍ程度とする。また、先端に 
U�
�����を付けて、長さ . ｍまで伸ばせるようにす
る。その中に設置される供試体は &- ! まで冷やされる。このような 	��P�$�����は、%������

���	
 ������ �%���� �
��
 で行われている 5"�� 関連の鏡の測定で実績がある。%��� の設
備は、6線ビームラインのチャンバーの内部に極低温シュラウドを設けて、冷却鏡の光学試験用
に改良したものであり、5"�� フライトセグメント鏡の低温面検も行われる予定である。ただし、
これは & � クラスの鏡単体を �- ! まで冷やすというものであり、我々のように望遠鏡システム
全体を &- ! まで冷やすというのは簡単ではない。冷凍機を用いて、現実的なパワーで一様にこ
の温度が達成できるかどうか検討する必要がある。

干渉計

干渉計による光学波面測定を行う場合、たびたび振動擾乱が深刻な問題となる。������� 望
遠鏡では、����
��	�� タイプの干渉計を用いたため、振動の影響を取り除くのにかなり苦労した。
図 *��& の試験装置全体を  本の除振脚でエアーによって完全に浮かせることで、何とか性能評価
に耐えうる波面データを取得できた。一方、����� 望遠鏡では、������� と同様の干渉計測定
では、まともに波面データが取れないことが予想される。光学試験用にチャンバー内インターフェ
イス架台は独立基礎上に設置されているとは言え、エアーで完全に浮かせることは困難であり、冷
凍機などの振動擾乱も問題になるであろう。最新の ���$����
�$� ����
��������� タイプ干渉計を
導入し、現実的な測定環境でまともな波面データが取れるような測定系の構築が必要である。
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大型軽量平面鏡

図 *��( の ������� 望遠鏡試験 	��P�$����� にもあるように、望遠鏡の総合透過波面を求め
るには、平面鏡によって光を折り返す必要がある。������� では -�+� � �$�
� ����	�鏡を用いた
が、とても重く（～&-- >�2��）、このようなガラス鏡を ����� の試験で 使用するのは困難であ
る。� 節で紹介した液体鏡は、���D�������U�� 	��P�$����� では、もちろん使用できない。新し
い鏡材を用いて、できるだけ軽くて大きく、低温変形がとても小さい平面鏡が必要となる。使用
温度は &-- !あたりが考えられる（&- ! 以下にする必要はない）。軽量冷却鏡の実績から考える
と ��� がベストであろう。��� � 超のものができれば理想的だが、現状は入手不可能である。そ
の場合、次の縫い合わせ法（����	���� ��������）に頼らねばならない。つまり、低温ステージで鏡
をシフトさせる必要があり、鏡が軽量であるほど都合がよいという点では、���� 鏡の可能性も
探る必要がある。

縫い合わせ法

この手法では、光学面の異なるサブアパチャーに対する複数の測定（各々の測定範囲は隣の測
定範囲と重なっている）が行われ、結果は一つの開口面全体の測定に「縫い合わされる」。サブア
パチャーの直径は基準ミラーの寸法によって定まる。大部分が重複したサブアパチャーによる (

次元スキャニングによって、ミラーの相対的なチルト誤差を補正する。図 *�� に直径 & � オート
コリメーション平面鏡を �-K 重複させ、望遠鏡瞳を ( 次元縫い合わせした結果を示す。
瞳を分割して測定し、数学的に処理するこの方法は、/�) やポスト処理アルゴリズムの開発を
行うために、検証する必要がある。縫い合わせ法を確実にするためには、放物面鏡を用いた検証
実験が必要である。

図 *�� ' �-K重複による (次元縫い合わせマップ

����� 主鏡単体の冷却面検

考えられる測定 	��P�$�����を図 *���に示した。主鏡用ヌルレンズは常温側に設置される。ヌ
ルレンズと干渉計は共通の � 軸シフトステージにマウントする。さらに、それぞれは独立の (軸
チルトステージ上にマウントされる。主鏡インストール後のアラインメント調整は干渉計側ステー
ジで行う。
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干渉計と反対側から、アラインメントテレスコープを用いて光軸を調整する。主鏡カセ穴にピ
ンホール付きターゲットを取り付ける。カセ穴ターゲットを用いて主鏡光軸の水準出しを行い、ヌ
ルレンズ光軸のアラインメントターゲットに対して、光軸をアラインメントテレスコープに移す。
さらに、アラインメントテレスコープ光軸を主鏡光軸、干渉計光軸に移す。
ヌルレンズを取り付ける際に主鏡面の曲率中心位置の測定が必要である。まずはヌルレンズを
はずした状態で、干渉計に球面フィゾーをつけて鏡面を測定し、焦点位置を 	��X� 
�
 測定によっ
てターゲットに移しこむ。 ������� ��� の付け外しによって、干渉計と平行に置かれた測距儀
のレーザー光を主鏡光軸近傍に導入できるようにし、主鏡カセ穴ターゲットから焦点位置ターゲッ
トまでの距離を測定、曲率半径を求める。ヌルレンズを取り付けるときは、平面フィゾーを用い、
ヌルレンズ基準面に対し、干渉計の平行出しを行う。
冷却過程でも時々、球面フィゾー 	��X� 
�
・測距儀測定を行い、主鏡曲率半径の温度変化を追っ
て、ヌルレンズ位置の再調整を行う。ヌルレンズ・������� ��� の付け外しの再現精度が悪い場
合は、冷却サイクルを ( 回行い、 & 回目は主鏡曲率半径の測定とする。

����
 望遠鏡の低温透過波面測定

考えられる測定 	��P�$�����を図 *��* に示した。望遠鏡の透過波面形状の温度変化を、球面
フィゾー干渉計からのレーザー光を平面鏡で折り返し �$���	����������させて測定する。平面鏡は
	����
�������� が十分に小さいことが期待され、極端に軽量なもの（たとえば ��� 鏡や ����

鏡）を使用する。平面鏡の径は大きいほど良い（～��� �）が、現状、入手可能なサイズである &

ｍを想定した。図 *��* のように一回の測定で、望遠鏡の一部の面を使った透過波面を測定し、平
面鏡を ( 次元に平行移動させて波面をつなぎ合わせる。
現 ����� 望遠鏡の設計で望遠鏡の長さ（バックプレート～副鏡サポート）は約  �- �であり、

� � 長の内部極低温シュラウドに収まる。平面鏡側のシュラウド壁は柔軟性を持たせ、バッフル
付きの & �径シュラウドと本体シュラウドとは柔に結合される。
望遠鏡は、重力補正マウント（副鏡トラス倒れ止めを含む）で、主鏡単体測定とは反対向きに
取り付ける。平面鏡は ( 軸シフトステージ（駆動ストロークは (�� � が必要）と ( 軸チルトス
テージにマウントする。駆動ステージは &-- ! で動作する。駆動ステージと平面鏡は熱絶縁し、
平面鏡の温度はできるだけ下げる。望遠鏡を取り付ける前に、チャンバー前方から平面鏡面に対
し水準出しを行い、望遠鏡を取り付けた後は、チャンバー後方から、副鏡サポート裏のアライン
メントミラーを使って望遠鏡光軸の水準出しを行う。望遠鏡インストール後の微調整は平面鏡チ
ルトおよび干渉計側ステージで行う。
& � 径の平面鏡を横移動させながら、, � , 個のポジションで ��� � �$�� ��
�$
 を密にカ
バーする。得られた透過波面データを ����	���� �������� によりつなぎ合わせることで、望遠鏡
��
�$
 全面の透過波面を合成する。平面鏡シフトの際に発生するチルト量については、チャン
バー側面および上方から直交方向に設けられたのぞき窓を通し、オートコリメータで平面鏡チル
トモニターを行う。チルトモニター用のターゲットとして、約 ( �長の光学基準バーを ( 本、直
交方向に取り付ける。これらは平面鏡取り付けマウントに対して固定される。移動毎に平面鏡チ
ルト補正を行ったのちに、透過波面を測定する。
なお、冷却を始める前に、上記と全く同じ 	��P�$����� と測定方法で、常温 -/での光学性能
検証を行っておく必要がある。前述の重力補正つき横転台を用いて、上下反転の ( 回の測定の差
から、常温での無重力状態での総合透過波面を評価する。この際、望遠鏡は極低温シュラウド内
に収まっている必要はないので、チャンバー前方のスペースを使って測定を行う �平面鏡側のシス
テムは上記のものをそのまま使う�。



�� � 望遠鏡システム

万が一、これらの常温 - /2極低温試験で評価された透過波面精度が、�����の要求値を有意に
逸脱した場合、望遠鏡アラインメントの再調整、あるいは副鏡の修正研磨を検討せねばならない。

図 *���' ����� 主鏡単体の冷却試験の測定 	��P�$�����（案）

��� 技術成熟度およびフェーズ � での開発課題

����� 望遠鏡システムの技術的成熟度 ���#�とフェーズ � における開発課題について、要素
別におもな項目を以下にまとめる。

��&�� 望遠鏡システム

技術成熟度

望遠鏡システムに関連する技術の成熟度を、表 *�&- に示す。

フェーズ � での開発課題

� 提案されている望遠鏡案に対し、方針を決定。

� 副鏡駆動、アクチュエーター �オプション�駆動に必要な電力の見積もりと、それらの擾乱に
対する望遠鏡の熱応答解析。

� 望遠鏡アラインメントを含めた組み立て手法の検討。

� ハンドリング、運搬方法の確立。
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図 *��*' ����� 望遠鏡システムの冷却試験の測定 	��P�$�����（案）

表 *�&-' 望遠鏡システムに関連する技術の成熟度
項目 現時点

での状況
フェーズ � 完
了
時の見通し

備考

機械設計 � �

光学設計 � �

熱設計 � �

電気設計 � �

組立計画 � �

輸送計画 � �
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��&�� 主鏡部

技術成熟度

主鏡に関連する技術の成熟度を、表 *�&& に示す。

表 *�&&' 主鏡に関連する技術の成熟度
項目 現時点

での状況
フェーズ � 完
了
時の見通し

備考

鏡材開発 � �

鏡材物性値の取得  �

物性ばらつきの評価 � �

大型化 � �

研磨制御  �

鏡面荒さ  �

強度評価  �

支持方法  �

ハンドリング � �

� 研磨プロセスの確立と面粗度、散乱の定量化

� 打ち上げ環境に対する支持構造の強度、剛性設計。

� 極低温での支持性能変化の評価。

��&�
 副鏡部・その他

技術成熟度

副鏡部・その他に関連する技術の成熟度を、表 *�&( に示す。

表 *�&(' 副鏡部・その他に関連する技術の成熟度
項目 現時点

での状況
フェーズ � 完
了
時の見通し

備考

副鏡駆動機構 � �

副鏡支持トラス   

光学ベンチ   

バッフル   

形状測定   

フェーズ � での開発課題

� 副鏡調整に必要な駆動自由度、ストローク、分解能の定量化。



��� 技術成熟度およびフェーズ � での開発課題 ���

� 打ち上げ環境に対する、副鏡支持構造と光学プレートの強度、剛性設計。

� トラス材の一様性の評価。

� 光学プレートと焦点面機器とのインターフェース方式の詳細検討。

� バッフル設計。

��&�� 試験方法

技術成熟度

試験方法に関連する技術の成熟度を、表 *�&� に示す。

表 *�&�' 試験方法に関連する技術の成熟度
項目 現時点

での状況
フェーズ � 完
了
時の見通し

備考

自重変形量同定  �

極低温波面測定  �

極低温焦点位置調整 � �

フェーズ � での開発課題

� ����� 試験用に改良して使えるような国内既存の装置を確保する。

� 試験方法の定量的な検討。

� 極低温シュラウドの製作。

� 重力補正方法の決定。

� 干渉計を含めた測定計システムの構築。

� & � 超平面鏡の開発。

� &-- !で (�� � のストロークを稼げる駆動機構の製作。

� ����	���� �������� の確立。




