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宇宙プラズマの精密撮像分光に向けて
　- Astro-H and beyond -



N. Y. Yamasaki @ISAS/JAXA 

•Ｘ線による宇宙観則が始まって､今年で51年目
最初は中性子星､ブラックホールなど
宇宙の「激しく珍しい現象」を探る手段。
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Ｘ線による宇宙観測：何が見える?

Giacconi先生､
Rocket実験を語る

物理のアプローチとしては
「こんなに珍しい物が！」
「この宇宙ってだいたいこんなもの」
のどちらもあり。後は好み?
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宇宙のSilent Majority
•Fukugita, Hogan, Peebles 1998 : “The Cosmic Baryon 

Budget”

観測されているものを数え上げてみると､バリオン*のう
ち星になっているのはたったの17%

バリオン*とは､陽子､中性子､電子からなる普通の原子やそれが電離し
たプラズマのこと

•Cen & Ostriker 1999:  “Where are Baryons ?”

現在のCosmology modelで素直に計算すると､バリオンの
ほとんどは星にはなっていない。

•ビッグバンの後宇宙は冷えるだけではないの?

宇宙は一様でなく「密度ゆらぎ」がある。そこを種とし
て物質は宇宙膨張に逆らって集り､星､銀河､”銀河団”な
どの天体になる（いわゆる「構造形成」）。
今では半分以上のバリオンが105K以上のプラズマ*！
*1.6x105KがE=kTで13.6 eVに相当
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現在

銀河(星)
107K以上(銀河団)

10５-107K以上”WHIM”

10５K以下(冷たいガス)



N. Y. Yamasaki @ISAS/JAXA

銀河間物質の熱史
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銀河間物質は”3K”ではありません｡大部分電離したプラズマ
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銀河団とは
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•可視光でみると：
数100-数1000個の銀河が
~3Mpc (1025 cm)の範囲に
集った集団

•X線でみると:
領域全体がX線(1~ 10 keV)で
輝くプラズマの塊
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近傍の銀河でみた大構造
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銀河団のX線観測
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近傍のとても対称性のいい銀河団A1060のＸ線イメージとスペクトル

Hayakawa et  al. 2004

Fe+24からのKα輝線 6.7 keV

Ｘ線放射からわかること
高温(kT=1~ 10 keV, or T=107~108 K)プラズマからの放射
密度は希薄:平均して40原子/m3程度(宇宙平均密度の200倍）
鉄などの重元素を含む

700 kpc
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重元素生成量
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太陽での個数比 太陽での個数比 

He 1

He 8x10-2

C 3x10-4

O 5x10-4

Si 3x10-5

Fe 3x10-5

Ezawa+ 1996

銀河から銀河間空間に､超新星爆発などででき
た元素が流れ出ている
その量や分布は､銀河の歴史を反映している
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銀河団プラズマを捕まえている重力
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Tamura et al. 2000 

高温プラズマの量と温度が解ると､それを捕まえている重力が推定できる

高温ガスのさらに5-10倍程度の見えない質量
⇒ダークマターの存在が測れる

星の数倍の高温プラズマ M(< R) = !R2
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Then we can measure the total mass of clusters of galaxies, as shown by figure 15. The mass of the
ICM is 10 times larger than the stars, and total mass is also about 10 times larger than that of ICM.
This shows the existence of ”dark matters” in clusters of galaxies.

Figure 15: Mass determination of cluster of galaxies, by A 1060 (Hayakawa et al. 2004,56.743)

The mass of clusters are almost in proportional to the luminosity , i.e. the ”Mass-to-Luminosity
ratio” of clusters are almost constant. This is also expressed as ”baryon fraction” of the universe,
which is defined by the baryon mass divided by the total mass.

1.3.2 Emperical distrubition of ICM:# model

Historically, the density distrubution of ICM is known as # model, as

!g(r) = !0(1 + (r/rc)2)!3!/2 (9)

where rc is a ”core” radius. if r # rc, ! $ const, and if r % rc, ! & r!3!.
When the gas density follows this function, the emission measure and surface brightness can be

described as
EI =

"
nenpdV (10)

Ix(b) = I0(1 + (
b

rc
)2)!3!+1/2. (11)

Solutions for self-gravitating system is shown in appendix.
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ダークマターの分布にせまる
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Hayakawa et al. 2006 Gu et al. 2013

z>0.5
0.2>z>0.5
z<0.2

DMは相互作用が小さいので重力ポテ
ンシャルの中心で尖った分布を示す?

銀河の分布はz>0.5の遠方では高温ガ
ス同様だったが現在では中心に落ち
てきている?
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衝突しながら成長している銀河団
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Bullet cluster: Markevitch+ 2002

イメージから､音速をこえる数1000km/sで衝突したと推定している
そんな衝突があっていいのか?　という議論もある

Masteopietro&Burkert 2008
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銀河団の数や密度
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どのような大きさの銀河団がいくつ有るか?　それは進化しているか?　
ということから宇宙論パラメータに制限
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もしも暗黒エネルギーの値が違っていたら…

　もし暗黒エネルギーがもっと多かったら，宇宙はまったく違う
姿になっていただろう。宇宙膨張はもっと早期に加速に転じ，
物質はより速く引き離され，宇宙の大規模構造はつぼみのうち
に摘み取られて形成しなかった。もし暗黒エネルギーが少なか
ったら，逆のことが起こったに違いない。

　下の図はそれぞれ 辺が現在の 億光年に相当する領域を
示し， つの銀河を表す粒子を 万個含んでいる。このシミ
ュレーションでは，暗黒エネルギーの密度が空間的にも時間的
にも一定であると仮定している。ΩΛは暗黒エネルギーの密度に
対応し，現在の観測値は に近い。

初期宇宙　　宇宙が現在の のサイズだっ
たころ， つのシナリオのいずれでも物質は均
一に分布していた。暗黒エネルギーはまだ影響
力を発揮していない。

遷移期　　宇宙が現在のサイズの ％になる
と，暗黒エネルギーの効果がはっきり見て取れ
る。高密度シナリオ（最上段）では宇宙は無構
造のままだが，残り つのシナリオでは構造の
形成が進み，クモの巣状のパターンが生まれる。

現在　　暗黒エネルギーの量が観測値に一致
する場合は，大規模構造の形成が終わり，クモ
の巣状パターンがそのまま残される（中段）。暗
黒エネルギーがゼロの場合（下段）は，クモの
巣が成長を続ける。

暗黒エネルギーが多い場合　ΩΛ＝

観測値に一致する場合　ΩΛ＝

暗黒エネルギーが存在しない場合　ΩΛ＝

日経サイエンス 年 月号
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「すきま」には何が有る?
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こういう所も見てみる
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銀河団のすきまを探索
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Mitsuishi et al.  2012

今の我々の衛星「すざく」でみても上限値ばかり
でも何かいるはず！
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DM（と物質）がフィラメント構造になっていると予想
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Yoshikawa 

銀河分布よりも暖かいガ
スの分布がダークマター
をトレースしている
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WHIM(Warm-Hot Intergalactic Matter)とmissing baryon
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銀河団

WHIM

Branchini + 2012 Shull+ 2012

105-107 Kの暖かい銀河間プラズマ(WHIM)が30%程度?

そしてまだ見つからないものも30%
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我々に開かれた窓＝バリオン
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4.8

25.9

69.1

Baryon Dark Matter Dark Energy

我々が観測できるのはここだけ

今できる研究をちゃんとしてみましょう
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プラズマの見付け方
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kT=6 keV (T=7x107K)

kT=0.6 keV (T=7x106K)

kT=0.06 keV (T=7x105K)kT=2 keV (T=2x107K)

kT=0.02 keV (T=2x105K)

kT=6 keV (T=7x107K)

Fe

kT=0.2 keV (T=2x106K)

O

O6+ 574eV O7+ 653 eV
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WHIM:酸素輝線で光っているはず

Yoshikawa+2004
30 ph/100ksec/10cm2deg2
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感度を求めて：撮像分光検出器
撮像分光観測:今の主流はX線CCD

Koyama+ 2006

X線光子１つのエネルギーを測るために､数秒に一回フレーム
転送する。エネルギー分解能はSi検出器並:130 eV @ 5.9 keV

25mm
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X線マイクロカロリメータ
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マイクロカロリメータは､入射放射線のエネルギーをフォノン（熱）に変えて温度上
昇を測定する。電離反応だけを利用するのではないので､エネルギー分解能がよい。

50mK
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エネルギー分解能と感度
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エネルギー分解能ΔE

バックグラウンド

検出光子の数:面積x視野x観測時間(SΩT)

バックグランド:ΔExT

検出感度 �
�

�E
S�

エネルギー分解能(みかけの幅）が小さく､視野が大きいと
弱い輝線を検出できる

誘電体X線マイクロカロリメータの開発
関谷典央、山崎典子、川崎繁男、満田和久、竹井洋、吉武宏、酒井和広(ISAS/JAXA)、前畑京介 (九州大学)、高島浩 (産総研)

我々は、宇宙X線の分光観測のために、X線光子1個1個のエネルギーを熱に変えて微小な温度上昇として測定するマイクロカロリメータを開発している。極低温で高感度の温
度計を用いることにより高いエネルギー分解能が達成される。ここで我々が提案する「誘電体マイクロカロリメータ」は、誘電体の静電容量 (誘電率) の温度依存性を温度計と
して用いるものである。誘電体を高周波のLC共振回路の一部として組み込むことで誘電率を読み出す。この方法は、高いエネルギー分解能と多素子アレイの形成による大きな
検出器面積が期待される。我々は現在、極低温での誘電率が高く、温度変化が大きい誘電体「チタン酸ストロンチウム (SrTiO3)」を温度計として用いることを想定し、素子
や回路の製作や極低温での特性を調べる実験、高周波回路用シミュレータによる設計を進めている。

1. 宇宙X線の分光観測 2. マイクロカロリメータ

を知ることができる。また、輝線のエネル
ギーシフトや幅は、ガスの運動を知る手がか
りとなる。 宇宙X線の分光観測は、宇宙の化
学・力学的進化を知るための重要な手段の一
つである。

3. 誘電体X線マイクロカロリメータ

1本の電流供給線に共振周波数が異なる多数のLCを並列接続し、交流電流を供給することで、
図5のような透過特性が現れる。X線が入射すると共振周波数がシフトし、X線のエネルギー
と入射した場所を特定することができる (図4の3番目のLC共振回路と図5の3番目のディップが
対応しており、X線の入射によってディップがシフトしている)。

次世代のX線分光検出器では、5.9 keVのX線に
対して2 eV (FWHM) 以下のエネルギー分解能
を実現したい。これは、銀河団に付随する高
温ガスの内部運動をとらえたり、輝線が持つ
微細構造を分離して精密な高温ガスの診断を
するために十分なエネルギー分解能である。
また、CCD検出器並のメガピクセルアレイを
形成することで、精細なX線画像を撮像でき
るようにしたい。 図3. マイクロカロリメータの模式図

4. 誘電体SrTiO3の極低温での誘電率測定

温度計として用いる誘電体は、極低温での誘電率が高く、急峻な温度変化をする物質が望ま
しい。我々は、そのような誘電体の候補としてチタン酸ストロンチウム (SrTiO3) を考えてい
る。この物質は、酸素の同位体置換によって誘電率の温度変化の振る舞いが変化する (図6)。

今回、我々が提案するのは、誘電体の静電容量 (誘電率) の温度依存性を高感度の温度計とし
て用いる「誘電体マイクロカロリメータ」である。我々は、図4のようにインダクタ (L) と誘
電体マイクロカロリメータの素子 (C) を組み合わせた高周波 (GHz帯) のLC共振回路を作り、
共振周波数の変化から静電容量の変化 ( ⇨ 温度上昇量 ⇨ X線エネルギー) を測定する方法を
検討している。

この方法は抵抗を用いないため、ジョンソンノイズによってエネルギー分解能が制限されるこ
とはない。 また、高周波 (GHz 帯) の交流電流を用いることで周波数帯域を広くとることがで
き、1000ピクセル以上の情報を1つの電流供給線で読み取ることができる。さらに、自己発熱
や配線が占める面積が小さいため、多素子アレイを形成することが比較的容易にできる。

図4. 高周波のLC共振回路を応用した誘電体マイクロカロリメータの回路 図5. 図4の回路から期待される透過特性 図6. 誘電体SrTiO3の比誘電率の温度依存性
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図1. 可視光 (上) とX線 (下) で観測した
       おとめ座銀河団

・超伝導遷移端型マイクロカロリメータ
2020年代のX線分光検出器を目指し、開発が
進められている (ポスター P7-002 参照)。

X
線
カ
ウ
ン
ト

X線は宇宙における高温、高エネルギー現象をとらえるのに最も適した電磁波である。例えば、銀河団に付随
する高温ガスはX線ではっきりと観測される (図1)。そのX線を分光観測すると、重元素の輝線や吸収端が見ら
れ (図2)、そこからは重元素の量や物理状態等

・半導体サーミスタマイクロカロリメータ
X線観測衛星「すざく」に搭載され、2013年
に打ち上げ予定の「ASTRO-H」にも搭載され
る (ポスター P2-017 参照)。

これまでは、抵抗の温度依存性を温度計として用いるマイクロカロリメータ
が盛んに研究されてきた。しかし、この抵抗温度計型の場合、素子の熱揺ら
ぎ (フォノンノイズ) や抵抗による熱雑音 (ジョンソンノイズ) 等によってエネ
ルギー分解能が制限される。また、自己発熱や配線の混雑の問題によって多
素子アレイの形成が困難である。
抵抗温度計型の具体例として2つのマイクロカロリメータを以下に挙げる。

マイクロカロリメータとは、光子1個1個のエネルギーを熱に変え、温度上昇
として測定する検出器である (図3)。絶対零度に近い温度 (約0.1 K) で動作さ
せ、高感度の温度計を用いることで、 高いエネルギー分解能が達成される。

図2. 温度3千万度、光学的に薄いプラズマ
       からのX線を120、10、2 eVのエネル
       ギー分解能 (5.9 keVのX線に対する
       FWHM) を持つ検出器で観測したとき
       のスペクトル (シミュレーション)

       とモデルスペクトル

X線エネルギー [keV]

5. LC共振回路の設計
チタン酸ストロンチウム (SrTiO3) は低温で高い誘電率を持つことが知
られているが、T < 1 Kの極低温での誘電率は測定されていなかった。
我々は断熱消磁冷凍機を用い、50 mKという極低温までの誘電体の静
電容量を測定した。4端子法を用いることで冷凍機内の長い配線の寄
生インピーダンスの影響を抑え、極低温における誘電率の高精度の測
定に初めて成功した。これまでに測定した2素子 (図7) は、誘電率の
変化のピークが T > 2 Kに存在し、100 mKで使用するカロリメータ
には不向きであった。
誘電体は半導体、超伝導体、常磁性体等に比べて材料の選択の幅が広
く、原子番号の大きい元素を含ませることでX線吸収効率を高めた
り、カロリメータの素子として適した材料を作り出すこともできる。
今後は、同位体比率の異なるSrTiO3や他の誘電体の測定を行い、カロ
リメータに用いるのに最適な誘電体を見つけていく。

図7. 誘電体SrTiO3の比誘電率の温度依存性
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図 3.3: = 1000、共振周波数付近での ( ) の周波数依存性図 、共振周波数付近での の周波数依存性

LC共振回路の設計は電磁界シミュレータを用いて行っている。電流供給線、および共振回路の L に相当するライ
ンは 1 K以下で超伝導になるアルミニウムを用いる。C はSrTiO3などの誘電体を用いる。このLC共振回路の構造、
抵抗成分、および電流供給線とLC共振回路のカップリングの構造により、共振周波数、共振の深さ、幅が決ま
る。高いエネルギー分解能と多素子化のためには、シミュレーションでは様々な形状を試し、最適なデザインを
探っている。現在シミュレーションで得られている設計よりも、狭く深いディップが必要である。我々は現在、所
望の特性が得られるように回路デザイン (電流供給線とLC共振回路の接続部やインダクタの形状等) の改良を行っ
ている。
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Si thickness = 300µm
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SrTiO3  thickness = 100µm on Al GND
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SrTiO3  thickness = 100µm on Al GND
εr ~ 20000 tanδ ~ 0.01

Short to GND

Al (superconductor) coupler
(100 µm  x 990 µm  x 200 nm)

カップリングが強い(Qcが小さい)とディップは広く深くなる。

SrTiO3

共振回路の loss が少ない(Qi が大きい)とディップは狭く深くなる。

上の回路で得られたディップ特性
上の回路で得られたディップ特性

電流供給線 (Coplanar waveguide; CPW)

グラウンド (超伝導アルミニウム)
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図8. LC共振回路のデザインとシミュレーション

分解能がよい=見分けがつく
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Astro-H
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NASA Goddard Space Flight Center AS T R O -H/SXS 
3!

Soft X-ray Spectrometer (SXS) 

Thermal Shield 
Pre-collimator 

Two reflection mirror 

Soft X-ray Telescope 

SXS Dewar 

Calorimeter Array 

SXS Electronics 

Astro-H 

Critical Design Review, November 14-16 2011!

1.3 m 

0.5 m 

8.2 m 

SXS Focal 
Length: 
5.6 m 

279 kg 

45 kg 

2700 kg 

4.9 mm 

Use or disclosure of data contained on this page is subject to the restriction(s) on the title page of this document.!

3mm

3mm角のセンサーを280kgのデュワーに入れて､50mkに冷やして､
2.7tの衛星に積んで打ち上げる

マイクロカロリメータを始めて軌道上で動作させる
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Engineering modelのキャリブレーションデータ
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NASA Goddard Space Flight Center AS T R O -H/SXS 

SXS Engineering Model Detector System tested at GSFC using multi-target 
x-ray source. 

Improvement from XRS due in part to significant R&D following Suzaku launch to 
obtain new source for the absorber (HgTe) with lower specific heat and operating 
at lower operating temperature (60 mK Î 50 mK). 

Engineering Model Detector System 
Performance 

26 Critical Design Review, November 14-16, 2011 
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Fe55線源で､Mn Kα1とKα2が見分けられるくらい
輝線=重元素のあるプラズマ　だけでなく､電離過程（衝突/光）､
放射過程(熱的/荷電交換反応)なども調べられる
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Astro-H/SXSによる観測（シミュレーション）
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輝線がくっきり:ちょっと世界が変わって見えそう
これまでに見えなかったいろいろな元素が見える
輝線のドップラーシフト､幅など元の原子核の動きが解る

エネルギー分解能:

　　　　　4 eV(FWHM) 

視野:          3分角

4eV
6000eV

⇥ 300000km/s = 200km/s
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Astro-Hで見えてくるもの
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NASA Goddard Space Flight Center AS T R O -H/SXS 

 
 
OBJECTIVE 1: Determine the dynamics of the intracluster medium 
in clusters of galaxies. 
  
 

 BSR1:  Astro-H/SXS shall observe 10 x-ray clusters and groups of galaxies to determine their 
dynamical state via measurement of the broadening of the Fe-K-emission lines to an accuracy 
of 300 km/sec and with a spatial resolution capable of resolving structures 100 kpc in extent to 
distances of z = 0.05.  Combined with simultaneous measurements of the gas temperature, 
and using multiple pointings, the origin of the broadening (thermal, turbulent, or bulk motion) 
will be determined.  

 

SXS FOV 
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イメージからの推定ではなく､直接プラズマの運動が解る
⇒重力と理想気体以外の「動的圧力」はあるだろうか?

10-20%質量推定に誤差があったかもしれない?
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Then we can measure the total mass of clusters of galaxies, as shown by figure 15. The mass of the
ICM is 10 times larger than the stars, and total mass is also about 10 times larger than that of ICM.
This shows the existence of ”dark matters” in clusters of galaxies.

Figure 15: Mass determination of cluster of galaxies, by A 1060 (Hayakawa et al. 2004,56.743)

The mass of clusters are almost in proportional to the luminosity , i.e. the ”Mass-to-Luminosity
ratio” of clusters are almost constant. This is also expressed as ”baryon fraction” of the universe,
which is defined by the baryon mass divided by the total mass.

1.3.2 Emperical distrubition of ICM:# model

Historically, the density distrubution of ICM is known as # model, as

!g(r) = !0(1 + (r/rc)2)!3!/2 (9)

where rc is a ”core” radius. if r # rc, ! $ const, and if r % rc, ! & r!3!.
When the gas density follows this function, the emission measure and surface brightness can be

described as
EI =

"
nenpdV (10)

Ix(b) = I0(1 + (
b

rc
)2)!3!+1/2. (11)

Solutions for self-gravitating system is shown in appendix.
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銀河団中心部の温度分布
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Temperature.measurements.with.lines�

2.keV.
4.keV.
6.keV.
8.keV�

Mock.SXS.spectra�

FeSL�

OSK�

MgSK..SiSK�

Kα.lines.of.Fe�

Kα.lines.of.S�

Each.line.is.sensiQve.to.a.certain.energy.range�

HeSlike......HSlike�

HeSlike......HSlike�

Feedback.in.cool.cores�
HeaQng.mechanism�
•  AGN.acQvity?�
•  Galaxies?�

Temperature.
structure�

Turbulence�
•  Metal.distribuQon?�
•  Resonant.line.scaOering�

With.SXS,.we.can.map.
brightest.cools.cores.
....(several.arcmin)�

銀河団中心部では､放射冷却されたガスの降着
(⇒新たな星形成?）
中心銀河核からのエネルギー注入
など複雑なことが起きているはず



N. Y. Yamasaki @ISAS/JAXA 30

次世代検出器の開発

カロリメータの感度は､温度計で変わる。
　Astro-H: Si温度計
　次世代TES(Transition Edge Seneor)検出器:超伝導転移を温度計に

抵抗が小さい､動作温度が安定しやすい､などのメリットがあり､日米欧で競争的に開発中
転移温度をコントロールするために､2層薄膜で近接効果を使うのが普通

X線だけでなく､赤外・電波の検出器としても応用されている｡
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自作TES素子
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九州大学伊都キャンパス，2012年6月1日JST研究成果展開事業・多ピクセルTES型X線検出位の開発・サイトビジット

これまでのµカロリメータの開発
10

Akamatsu+2009

SiNx membrane（Thermal link）

Ti-Au TES

Au absorber

200µm

single pixel device 

進化するX線マイクロカロリメータ
— 精密X線分光で解き明かす宇宙の大規模構造 —

江副祐一郎 ! 首都大学東京理工学研究科 192–0397 東京都八王子市南大沢 1-1 e-mail: ezoe@phys.metro-u.ac.jp "

篠崎慶亮 !JAXA 研究開発本部 305–8505 茨城県つくば市千現 2-1-1 e-mail: shinozaki.keisuke@jaxa.jp "

竹 井 洋 !JAXA 宇宙科学研究本部 229–8510 神奈川県相模原市由野台 3-1-1 e-mail: takei@astro.isas.jaxa.jp "

X線マイクロカロリメータはX線の吸収により生じた熱を温度変化として検出することで, eV レベルのエネルギー分解能を達成で
きる分光素子であり, 従来の X線検出器では困難な新しい宇宙物理を拓くことができる. 我々は宇宙のまだ見つかっていないダーク
バリオンの発見などを目指して, 科学衛星用の X線マイクロカロリメータの開発を進めている. 本稿では X線マイクロカロリメータ
の原理と近年の進展について紹介する.

1. はじめに
X線輝線や吸収線を用いた分光は物質中の電子のエネル

ギーや運動状態を知るため, 地上実験のみならず宇宙観測
でも必須の手段である. 例えば宇宙の高温プラズマからの
X線輝線のエネルギーや強度を精密に決定すれば, プラズ
マの温度や密度, ガスの運動や, 我々からの距離などを推定
できる. X線マイクロカロリメータはこれまでのX線CCD
などの半導体検出器に比べ, 1桁以上優れた分光能力, すな
わちX線のエネルギーを正確に決定する能力を持つ検出器
である. 50 mK 程度の極低温で動作し, X線の吸収によっ
て生じたmK の温度変化を精密に読み取ることで, 高い分
光能力を実現する. 分光能力だけ取れば回折格子も同等で
あるが, 回折格子では入射光を波長分散して検出する必要
があるため、検出効率が低く, 大面積を実現するのが難し
い. X線マイクロカロリメータでは望遠鏡で集めたX線を
直接吸収して検出するため大面積が可能である. また点源
だけでなく, 広がった天体にも用いることができる. 図 1に
我々のグループで製作したX線マイクロカロリメータ素子
と典型的な半導体検出器である Si PIN ダイオードとの性
能の比較を示す.
史上初めての衛星用 X線マイクロカロリメータは, 2000

年 2月に打ち上げられた X線天文衛星 ASTRO-E に搭載
された. しかし打ち上げロケットの問題によって衛星は失
われてしまった. 本誌には打ち上げ直前に解説が掲載され
ている.1) 再起をかけて, 続く「すざく」衛星に再度同タイ
プの検出器が搭載され, 軌道上で検出器を 60 mK に冷却す
ることに成功した. 較正用線源で実現したエネルギー分解
能は 7 eV であった.2) だが排気系の不備による冷媒の突然
の消失が生じ, 宇宙観測は行えなかった. 宇宙物理に新展開
をもたらすと期待された, さまざまな観測を実現できなかっ
たことは, 日本の開発グループとして痛恨の極みである. 幸
いカロリメータ以外の検出器は無事に軌道上で動作し, 現
在も順調に観測を続けている.3, 4)

こうした中, この 9年開発は続けられ ASTRO-E と同タ
イプの半導体温度計型カロリメータのエネルギー分解能は
2倍以上も向上した. 我々はこれを 2013年打ち上げを目指
す ASTRO-H 衛星へ搭載する予定である. さらに超伝導遷

X線エネルギー (eV)

カ
ウ
ン
ト
数
 (

A
rb

it
ar

y
 U

n
it
)

半導体検出器

TES型
X線マイクロカロリメータ

5840 5940

Mn K!1

Mn K!2

FWHM 2.8 ± 0.3 eV 

5000 5500 6000 6500 7000

0
5
0

1
0
0

図 1 我々が開発した TES型 X線マイクロカロリメータで取得した 55Fe
線源の Mn K! および K" スペクトル. 半導体検出器 Si PIN ダイオー
ドのものと比較した. Mn K! ピークの拡大が右上図 (点線および文字は
モデルフィットの結果)。X線マイクロカロリメータでは微細構造まではっ
きりと分解できる.

移端温度計 (Transition Edge Sensor, TES) を用いた, より
高エネルギー分解能の巨大アレイの開発も世界中で進めら
れている.
我々は緊密な日米国際協力により ASTRO-H 搭載の X

線マイクロカロリメータを開発している. # さらに将来を目
指した TES型も開発している. † 本稿ではまず, X線マイ
クロカロリメータが必要な様々な科学的目標の中から, 我々
が最も重要と位置づけているテーマの一つとして, ダーク
バリオン探査について紹介し, 次に検出器の原理と近年の
開発について述べる.

2. ダークバリオン探査
X線マイクロカロリメータで期待される最大の科学的成

果の 1つがダークバリオンの正体解明である. 米WMAP
衛星による宇宙背景放射の観測などによって, 現在の宇宙
のエネルギー密度は 73%がダークエネルギー (斥力の重力),

!日本の参加機関は JAXA (宇宙研, 研究開発本部), 首都大, 金沢大,
埼玉大, 理研, 立教大, 筑波大, 物材研, 米国が NASA, ウィスコンシン大,
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カーでは住友重機械工業, 日本電気, NEC東芝スペースシステム, 三菱重
工業が参加している.

†参加機関は JAXA 宇宙研, 首都大, 金沢大, 産総研, SII ナノテクノ
ロジー, 三菱重工業など.

実験技術 進化する X 線マイクロカロリメータ — 精密 X 線分光で解き明かす宇宙の大規模構造 — 1

100

0

array device 

18
0μ
m

Ezoe+2009

1cm

MHI4inchL8W2‐256‐1（吸収体無）再評価

Linearty補正関数 Baseline 分解能 MnKα 分解能（補正済み）

2008 データ長 10k バンド幅 500 kHz

2009 データ長 100k バンド幅 40 kHz

動作点5000 mVでのノイズスペクトル

2009/4/8 4
カロリメータグループミーティング

ΔE = 4.4 eV @ 5.9 keV達成!!

吸収体がないので、熱容量が小さく、
PHが大きくなり、S/N 改善
Excess Phonon はLine noise を分解でき
ていなかったことが原因ではないか？
Excess Johnson  のような盛り上がりが
確認できる

single pixel 
readout

4.4±0.2 eV

TES > X線吸収体
九州大学伊都キャンパス，2012年6月1日JST研究成果展開事業・多ピクセルTES型X線検出位の開発・サイトビジット

これまでのµカロリメータの開発
10

Akamatsu+2009

SiNx membrane（Thermal link）

Ti-Au TES

Au absorber

200µm

single pixel device 

進化するX線マイクロカロリメータ
— 精密X線分光で解き明かす宇宙の大規模構造 —

江副祐一郎 ! 首都大学東京理工学研究科 192–0397 東京都八王子市南大沢 1-1 e-mail: ezoe@phys.metro-u.ac.jp "

篠崎慶亮 !JAXA 研究開発本部 305–8505 茨城県つくば市千現 2-1-1 e-mail: shinozaki.keisuke@jaxa.jp "

竹 井 洋 !JAXA 宇宙科学研究本部 229–8510 神奈川県相模原市由野台 3-1-1 e-mail: takei@astro.isas.jaxa.jp "

X線マイクロカロリメータはX線の吸収により生じた熱を温度変化として検出することで, eV レベルのエネルギー分解能を達成で
きる分光素子であり, 従来の X線検出器では困難な新しい宇宙物理を拓くことができる. 我々は宇宙のまだ見つかっていないダーク
バリオンの発見などを目指して, 科学衛星用の X線マイクロカロリメータの開発を進めている. 本稿では X線マイクロカロリメータ
の原理と近年の進展について紹介する.

1. はじめに
X線輝線や吸収線を用いた分光は物質中の電子のエネル

ギーや運動状態を知るため, 地上実験のみならず宇宙観測
でも必須の手段である. 例えば宇宙の高温プラズマからの
X線輝線のエネルギーや強度を精密に決定すれば, プラズ
マの温度や密度, ガスの運動や, 我々からの距離などを推定
できる. X線マイクロカロリメータはこれまでのX線CCD
などの半導体検出器に比べ, 1桁以上優れた分光能力, すな
わちX線のエネルギーを正確に決定する能力を持つ検出器
である. 50 mK 程度の極低温で動作し, X線の吸収によっ
て生じたmK の温度変化を精密に読み取ることで, 高い分
光能力を実現する. 分光能力だけ取れば回折格子も同等で
あるが, 回折格子では入射光を波長分散して検出する必要
があるため、検出効率が低く, 大面積を実現するのが難し
い. X線マイクロカロリメータでは望遠鏡で集めたX線を
直接吸収して検出するため大面積が可能である. また点源
だけでなく, 広がった天体にも用いることができる. 図 1に
我々のグループで製作したX線マイクロカロリメータ素子
と典型的な半導体検出器である Si PIN ダイオードとの性
能の比較を示す.
史上初めての衛星用 X線マイクロカロリメータは, 2000

年 2月に打ち上げられた X線天文衛星 ASTRO-E に搭載
された. しかし打ち上げロケットの問題によって衛星は失
われてしまった. 本誌には打ち上げ直前に解説が掲載され
ている.1) 再起をかけて, 続く「すざく」衛星に再度同タイ
プの検出器が搭載され, 軌道上で検出器を 60 mK に冷却す
ることに成功した. 較正用線源で実現したエネルギー分解
能は 7 eV であった.2) だが排気系の不備による冷媒の突然
の消失が生じ, 宇宙観測は行えなかった. 宇宙物理に新展開
をもたらすと期待された, さまざまな観測を実現できなかっ
たことは, 日本の開発グループとして痛恨の極みである. 幸
いカロリメータ以外の検出器は無事に軌道上で動作し, 現
在も順調に観測を続けている.3, 4)

こうした中, この 9年開発は続けられ ASTRO-E と同タ
イプの半導体温度計型カロリメータのエネルギー分解能は
2倍以上も向上した. 我々はこれを 2013年打ち上げを目指
す ASTRO-H 衛星へ搭載する予定である. さらに超伝導遷
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図 1 我々が開発した TES型 X線マイクロカロリメータで取得した 55Fe
線源の Mn K! および K" スペクトル. 半導体検出器 Si PIN ダイオー
ドのものと比較した. Mn K! ピークの拡大が右上図 (点線および文字は
モデルフィットの結果)。X線マイクロカロリメータでは微細構造まではっ
きりと分解できる.

移端温度計 (Transition Edge Sensor, TES) を用いた, より
高エネルギー分解能の巨大アレイの開発も世界中で進めら
れている.
我々は緊密な日米国際協力により ASTRO-H 搭載の X

線マイクロカロリメータを開発している. # さらに将来を目
指した TES型も開発している. † 本稿ではまず, X線マイ
クロカロリメータが必要な様々な科学的目標の中から, 我々
が最も重要と位置づけているテーマの一つとして, ダーク
バリオン探査について紹介し, 次に検出器の原理と近年の
開発について述べる.

2. ダークバリオン探査
X線マイクロカロリメータで期待される最大の科学的成

果の 1つがダークバリオンの正体解明である. 米WMAP
衛星による宇宙背景放射の観測などによって, 現在の宇宙
のエネルギー密度は 73%がダークエネルギー (斥力の重力),

!日本の参加機関は JAXA (宇宙研, 研究開発本部), 首都大, 金沢大,
埼玉大, 理研, 立教大, 筑波大, 物材研, 米国が NASA, ウィスコンシン大,
イェール大ほかである. さらに欧州から SRON 等が参加する. 国内メー
カーでは住友重機械工業, 日本電気, NEC東芝スペースシステム, 三菱重
工業が参加している.

†参加機関は JAXA 宇宙研, 首都大, 金沢大, 産総研, SII ナノテクノ
ロジー, 三菱重工業など.

実験技術 進化する X 線マイクロカロリメータ — 精密 X 線分光で解き明かす宇宙の大規模構造 — 1

100

0

array device 

18
0μ
m

Ezoe+2009

1cm

MHI4inchL8W2‐256‐1（吸収体無）再評価

Linearty補正関数 Baseline 分解能 MnKα 分解能（補正済み）

2008 データ長 10k バンド幅 500 kHz

2009 データ長 100k バンド幅 40 kHz

動作点5000 mVでのノイズスペクトル

2009/4/8 4
カロリメータグループミーティング

ΔE = 4.4 eV @ 5.9 keV達成!!

吸収体がないので、熱容量が小さく、
PHが大きくなり、S/N 改善
Excess Phonon はLine noise を分解でき
ていなかったことが原因ではないか？
Excess Johnson  のような盛り上がりが
確認できる

single pixel 
readout

4.4±0.2 eV

TES > X線吸収体
ISAS満田山崎研､首都大大橋研､九大前畑研

世界記録は1.5 eV@GSFC
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TESの要素（温度計＋吸収体)
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九州大学伊都キャンパス，2012年6月1日JST研究成果展開事業・多ピクセルTES型X線検出位の開発・サイトビジット

2011年度の結果(1)
• TES 200µm 角
• X線吸収体 200, 280, 400µm各
(1)200µm 角 2x2 アレイ
• 2段積み用

(2)10 pixel array
• 3種類の大きさで~直径1mmをカバー

12

membrane : SiO2
membrane : SiNx

Si

heat sink: Cu

wire : Al
spacer ＆ top coat : SiO2

absorber ＆ stem : CuTES : Au
         Ti absorber ＆ stem : Cu

spacer ＆ top coat : SiO2
linemembrane

完成した素子

2.6 mm

5 mm

熱リンク用パッド

九州大学伊都キャンパス，2012年6月1日JST研究成果展開事業・多ピクセルTES型X線検出位の開発・サイトビジット

2011年度の結果(2)
• 製作途中で明らかになった問題点
• TES上のSiO2のはがれ
• X線吸収体ステム部分の形の乱れ
• 多くの素子は超伝導転移しない．超伝導転移しそう
な素子もあり（まだDRIE裏掘りをしていない基板
に）．

• 室温から窒素温度に下げたところで窒化膜が破れる(√2
倍，2倍サイズの素子, 200ミクロン素子には破れなし）

• 推定原因と改良方針
• TES上のSiO2のはがれ
• 金とSiO2の密着性が低い
• アルミ配線の捨てパターン追加によってSiO2の密着
性を改善できそう

• 薄膜の破れ防止
• 熱膨張率 (Cu>>SiO2) ，ヤング率 (Cu > SiO2)
• Cu を分割，SiO2 と Cu の間を積極的に剥離さ
せる

13
/ 33素子完成 22

/ 33シード層Tiのオーバーエッチング 21

サファイア基板を用いた条件出し（配線パターンは形成せず）

Tiの厚み: 100 nm,　120分 Tiの厚み: 400 nm,　240分

裏面 裏面

50 μm

裏面

20 μm

実際のSiウェハでのエッチング

50 μm50 μm

吸収体をオーバーハングさせて､敷き詰めたい
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TESの要素:SQUID+実装
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/ 33冷却実験準備 TEMスノートに搭載 23

Spacer

SQUID

TES Calorimeter

Connector

RuO2

Al Wire

Au Wire

9 m
m

Solder Wire
Cu Pad

SQUID:低初発熱で多入
力のものを設計､製作

実装技術:電子顕微鏡への応用として1cm

角にすべての要素を並べる⇒衛星応用

/ 13
Performance Measurement Results

5

Goal Required New

Critical Current I0 μA - - 10 15 30%⬇
Power P nW < 20 < 32 21 100 80%⬇
Transimpedance Gain Ztran Ω > 100 > 80 87 220 60%⬇
Gain per unit Power Ztran/P Ω/nW > 5 > 2.5 4.4 2.2 ×2

Equiv Input Current Noise (@4.2K) IN pA/√Hz < 10 < 20 8 1.3 ×6

Input Coil Self-Inductance Lin nH < 1 < 2 1.3 6.2 80%⬇
Dynamic Resistance Rdyn Ω ~ 50 < 100 96 600 85%⬇

2.
5 

m
m

80 μm

✓ Designed by JAXA, fabricated 
in CRAVITY@AIST

✓ I0 is set to 10 μA (process- 
recommended minimum)

✓ Gain per unit power is now x2 
more while power is 80% less

✓ All requirements are met
Low-power SQUID

Conventional
SQUID
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TESの要素:信号多重化読み出し
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／85 実験セットアップ

周波数 [MHz]

出
力
 [V
]

1.042 1.523 2.278 2.766

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 1  1.5  2  2.5  3

・LCフィルタの周波数特性@100 mK・極低温ステージ

・４つのTESカロリメータ、４つのLCフィルターを１つのSQUIDに配線した
・各素子はボンディングワイヤー、シール基盤で繋がっている
・寄生インピーダンス(~ nH)を抑えるため、各素子を2 cm角内に収まるようにした
・LCフィルタの極低温で実測した共振周波数と設計値との差は 3 %以下であった

自作したコンポーネントでの実験準備が整った

/ 13
Block Diagram: Digital BBFB

16

16
64

245.76MSPS
32

16 3.84MSPS

32
I/Q 

Demod
ADC
14-bit

16 DAC
16-bit

16

DDS

64 I/Q Mod
16

16

DDS

16 16

16

sine

sine/
cosine

sine/
cosine

16

I

Q

mode
/ count

gain

configuration
Signed Bus

Unsigned Bus
Signal

frequency
 / phase

/

amplitude 245.76MSPS

3.84MSPS

16

⌃

⌃other ch

other ch

other ch

16

240kSPS3.84MSPS

1616

delay

length

×3

frequency

⌅
offset

FIFO
1616

16

アナログ回路4chで原理実証､FPGAで16ch回路へ



N. Y. Yamasaki @ISAS/JAXA

技能習得に15年くらい?
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3 重パーマロイ磁気シールド
内部サイズ 400 mm x 450 mm x 990 mm

EMC 試験等での有効活用希望

Tuesday, November 29, 2011

1995年頃:メーカー製のSQUIDをもらって
動作させるのに３重磁気シールドが必要

現在:自作(設計+産総研で作製）した
SQUIDを小さなプローブで安定動作
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放射線検出器にもいろいろあります

36

•学生の頃は､「SN1987Aがでたのでブラジルにいって
気球で見よう！」といわれてシンチレータ＋光電子増
倍管のガンマ線検出器

•1988から始めて1992まで論文ありません。

•1991年に､NASAのCompton Observatory(17t)があ
がって､比べて見たら､自分たちのほうが感度はずっ
と上だった

•1993年から､都立大で低温Ｘ線検出器を始める

•2001年にスパッタ装置を入れて､TESを自作するよ
うになってから安定した性能がだせるように 

•ISASではSQUIDや読み出しも

0からスタートですから

また0からスタート
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小型衛星DIOS計画
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Mass total ~	  	  600	  kgMass

payload 	  ~	  300	  kg

Size launch 1.2×1.45×1.4	  mSize

in	  orbit 5.9×1.45×1.4	  m

ADtude control 3-‐axisADtude

accuracy ≦30	  arcsec

Power total 500	  WìPower

payload ~	  420	  W

16x16素子程度のTESと4回反射望遠鏡を組み合わせJAXAの
小型衛星(600kg程度)で特化したサイエンスを

(PI:首都大大橋､+アメリカ､オランダなどと協力で提案中）
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特徴：広い視野とTESの組み合わせ

38
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WHIMからの酸素輝線を赤方偏移で3次元マップ
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期待される成果
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Gas	  distribuUon	  at	  z	  =	  0.2
	  (Takei	  et	  al.	  2011)	  

OVII	  and	  OVIII	  simultaneous	  5σ
1	  Ms	  per	  1	  deg	  field

2.5eVのエネルギー分解能で酸素輝線をマップして､
O6+,O7+の両方が見えた物だけを､
「温度と場所と距離がわかったもの」として地図を描く
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WHIMの他にも
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Earth	  magnetosphere

GalacUc	  interstellar	  gas
SNR:	  RX	  J1713-‐3946

Cluster:	  A3667	  

広い視野を活かして､Astro-Hでできなかっ
た､銀河からのＸ線放射なども観測可能
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誘電体カロリメータ
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TESをこえて､メガピクセル検出器の候補として､
GHz帯で読み出すカロリメータを開発中。
もう少々お待ちください
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•Astro-Hから､カロリメータでみる宇宙が拓けます！

•予想していた素晴らしいものと予想していなかった変なものが見
つかると期待しましょう。

•DIOSは広視野で宇宙のバリオンの全体像の把握へ

•とはいえ､自然は我々の想像をこえているので､いつ超新星級の事態
が起きるかは解りません。
「君子豹変す､小人は面を革む」の覚悟を常に。

42

宇宙プラズマの精密分光のこの先


