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　天文学者は地上で望遠鏡を使用する
ときに1つの制約を受ける。大気の揺
らぎによって入射光が歪曲され、画像
が不鮮明になるためだ。宇宙望遠鏡は
この制約を受けないが、宇宙への打ち
上げに関係するサイズ、重さ、コストの
考慮から集光部の口径が制限される。
最大の宇宙観測衛星、ハッブル宇宙望
遠鏡は口径2.6mの主鏡を備えている
が、これは、地上観測所の口径8mま
たは10mの望遠鏡、さらには現在計
画中の30～40mの望遠鏡と比べて相
対的に小さい。現在、大型地上観測所
は、そのほとんど全てが高解像度の科
学画像専用の補償光学系ないし機器を
備えている。補償光学は観測中の大気
の乱れを補正する手段であり、天文学
者が大口径の回折限界解像度を活用す
ることを可能にする。

　さらに高い解像度を得るための口径
と要求が増大するに伴い、補償光学
（AO）部品の技術も次第に向上してい
る。AOシステムの心臓部はその可変形
鏡、すなわち大気の揺らぎによって生
じた波面歪みを実際に補正する素子で
ある。波面歪みは複雑で、ランダムで、
急速に変化する形状であるため、これ
を補正する可変形鏡は動的応答が求め
られる。可変形鏡は伝統的に反射面（通
常、銀、アルミニウムまたは金）で覆われ
た薄いガラス片であり、ガラスの裏面
にはそれらをプッシュするための多数
のコントロールされたピストン素子が
備わっている。これらのアクチュエー
タは適切なコントロールの下でガラス
とその反射面を正しい形状に変形す
る。この技術をさらに向上させるため
の課題は、装置の小型性と妥当なコスト

を維持しながら、より大きな口径とよ
り短い科学波長を利用できるように多
数の制御素子の機能を高めることだ。

MEMS可変形鏡
　マイクロサイズ技術またはマイクロエ
レクトロメカニカルシステム（MEMS）
は微小流体制御、マイクロトランスデュ
ーサ、生物学サンプリング、光学系など、
いくつかの応用分野で開発された。こ
れらのMEMS装置は、従来歯車または
ポンプなどの機械が実現してきた機能を
サブミリメートルサイズで行う。MEMS
装置の製造には、集積回路の製造用に
開発された微細加工技術と基本的に同
じ技術が使用されている。MEMSは、
シリコン、ガラス、金属などの材料層
の堆積とエッチングによる材料の選択
的除去によって作製された、一般に、
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MEMS可変形鏡を使った補償光学系は地球大気の光歪曲効果を補正して、
大型地上望遠鏡による回折限界画像の生成を可能にする。
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図1　補償光学可変形鏡はその反射面をたわませることによって入射した星の光の収差を補正する（a）。MEMS技術を使って、デバイスごとに数千の
単純な静電駆動アクチュエータを備えた複数のデバイスが組み立てられた（b）。（写真とグラフィックス提供；ボストン・マイクロマシーンズ社）



印加電圧に応答して運動する3次元構
造である。
　可変形MEMSミラーは、電極つき基
板、ギャップ領域、導電膜、反射金属
被覆表面層とそれらすべてを支える構
造とで構成されている（図1）。米ボス
トン・マイクロマシン社によって組み立
てられた装置は、リック天文台のAOシ
ステムに組み込まれた。他のいくつか
のMEMSメーカーも天文学AOの課題
への対処を加速させている。ボストン・
マイクロマシンーズ社（Boston Micro-
machines Corp.）は1024のアクチュエ
ータデバイスを商用化し、最近になっ
て、4096台のアクチュエータ装置を契
約して製造した。
　天文学AOにおけるMEMSは波長分
の一の精度で1秒あたり数百回程度適
当な位置に移動しなければならない。
これは、望遠鏡の主開口部上に光学的
にマッピングされる表面の上で実行さ
れる。地上での大気のコヒーレンス長
が可視波長でたった数10センチメート
ルであるため、可変形鏡は表面上を多

数回、口径30mの場合には1万回のオ
ーダーで移動しなければならない。

リック天文台の補償光学
　ハミルトン山にあるリック天文台は
100年以上前から天文学における最前線
の研究に使われてきた。シェーン3m
望遠鏡はAOを装備した最初の1台で
あり、世界のいくつかの天文台で現在使
われているレーザガイド星ベースAO
システム開発のパイオニアとしての役
割を果たした（図2）（1）。数ヶ所のカリ
フォルニア大学（UC）のキャンパスか
らさほど遠くないため、この天文台は
研究拠点として機能し、技術開発のた
めの先駆的実験の場を提供している。
1994年に装備されたAOシステムはハ
ワイにあるケック10m望遠鏡（UCは
そのパートナー）に装備された後継シス
テムのプロトタイプになった（2）。
　2007年に、われわれは、1mニッケル
望遠鏡上にテストベッドシステムを実
装し、MEMS可変形ミラーを使った最
初の大気補正実験を実施した（3）、（4）。
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図2　ガイド星レーザビームはシェーン望遠鏡の側面から発射される。この人工ガイド星はメソス
フェアに点光源を創生し、必要な場所のどこにでも置くことができ、AO補正画像の鮮鋭さを全
天で可能にする。



　目下、シェーン3m望遠鏡の新しいAO
システムの開発が進められている。こ
れは特定のMEMS可変形鏡において
過去10年間に実現されたAOデバイス
技術の価値ある進歩の多くを統合させ
ている。この新しいシステムは、AOシ
ステムの性能を改善し、サイエンスリ
ーチをより短波長の天文学バンドへと
拡張することによって古いシステムを
蘇らせるであろう。
　シェーン望遠鏡で使用予定のMEMS
装置は32×32のアクチュエータアレイ
を備え、そのそれぞれが反射ミラー表
面を約3μmそらす能力を持っている。
アクチュエータグリッドは入射波が10 
cmスケールで補正されるように望遠
鏡開口部（口径3m）にマッピングされ
る。これは大気によって歪曲された星
光を中間可視（λ＝0.5μm）程度の短い
波長へとコヒーレントにリフェーズさ
せるに十分な精度である。1m望遠鏡
のテストシステムで星の画像を補正す
るために、画像上の約1アーク秒内に
正常に散乱された光を約0.1アーク秒
（1m望遠鏡の回折限界）内に集光させ
た。その結果、バックグラウンドに比
して鮮鋭で、高輝度の画像が生成した
（図3）。3mAOシステムでは、回折限

界は3倍鋭く、コントラストは9倍明
るくなると予測される。
　新しいAOシステムにおけるこの高
精度補正によって、われわれは、J、H、
Kの天文近赤外（NIR）波長バンド（そ
れぞれ約1.2、1.6、2.0μmの大気透過バ
ンドにマッピングされる）で並みはずれ
た補正を実現し、0.5から1.0μmのよ
り短い波長の可視域ではある程度の補
正を達成できるであろう。Kバンドだけ
を補正する従来のAOシステムとは異
なり、われわれは、極めて有用な多波
長観測の可能性を開き、星の誕生や銀
河の進化の研究に役立つλ=0.8542と

0.8662μmのカルシウム線を含む主要な
短波長輝線も利用可能にするであろう。
　波面センシング用の高速で低雑音の
検出器、人工ガイド星を創り出すレーザ、
さらに高感度なIR科学検出器アレイを
含む他の重要な分野の開発と併せて、
最新のシリコンMEMS技術を使うこと
によって、シェーンAOシステムは高解
像度天文学のための最新のプラットフ
ォームとなるであろう。リック天文台
のサイエンス機能の拡大に加えて、こ
のシステムは世界で最大の望遠鏡にお
ける次世代システムのための実証パス
ファインダーになるであろう。
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（a） （b） 図3　2007年10月に
MEMS技術に基づくプ
ロトタイプ補償光学系
が1mニッケル望遠鏡に
導入された（a）。これは、
補償光学を使用せずに
大気の揺らぎによって
ぼけた像（右挿入図）に
比べて、α‐Ari星のコ
ンパクトな画像をIバン
ド（λ=0.9 μm）で生
成した（左挿入図）。こ
れらの鮮明な画像は天
文学者が星周辺のダス
トリング、連星系の伴
星、惑星を解像し、銀
河系の明るい核周辺の
詳細な構造を解明する
のに役立つであろう。


