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HSC Survey (PI: Satoshi Miyazaki)	

•  SDSSのデータがある領域 
•  銀河系ダストの吸収が小さい領域 
•  １年中観測できる領域（avoid conflict with open-use 
programs） 

•  他の有用な外部データがある領域 (ACT, SDSS/BOSS, 
spectroscopic data, NIR, X-ray, …)  
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Science Objectives (科学目標)

•! 重力レンズ効果の精密測定によるダークマターの
性質および宇宙加速膨張の起源の制限(Wide/Deep) 
‒! 十分広いサーベイ領域が必要 
‒! Image qualityが重要 

•! 大統計によるz~1の銀河の形態・進化・性質の研究 
(Wide/Deep) 
‒! z~0 SDSSの銀河の性質との比較 

•! 宇宙再電離過程の物理への制限(Deep/Ultradeep) 
‒! LAEs & LBGs 大統計で探る再イオン化過程 
‒! 狭帯域フィルター観測の独自性 

性質および宇宙加速膨張の起源の制限(Wide/Deep) 

の銀河の形態・進化・性質の研究

(Deep/Ultradeep) 
大統計で探る再イオン化過程



Filters & Depth	

•  各フィルターの積分時間は
、主科学目標を達成するよ
うに設定 

•  Broad- + narrow-band filters
の組み合わせにより、赤方偏
移(z~2.2, 5.7, 6.6, 7.3) のLAEs
を効率的に検出 

g	 r	 i	 z	 y	 N3	 N8	 N9	 N10	

W	 10	 10	 20	 20	 20	 -	 -	 -	 -	

D	 84	 84	 126	 210	 126	 84	 168	 252	 -	

UD	 420	 420	 840	 1134	 1134	 -	 630	 840	 1050	
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Synergy of Subaru with future
•! HSC & PFS allow for 

making Subaru Telescope a 
unique facility even in 
2020era – just like SDSS 
(2.5m) vs. 8m tel "

•! Survey vs. Target"
•! Various synergy with 

future"
–! GAIA (2013)"

–! JWST (2018)"

–! Euclid (2021)"

–! WISH"

–! LSST (2020?)"
–! WFIRST (2025?)"

–! SPICA (2025?)"

–! TMT& E-ELT (???)

E-ELT & TMT

WFIRST (2025?-)SPICA (2025?-) JWST(2018-)



From Arimoto-san’s talk at Subaru UM 2013	



The ESA M-Class ���
Euclid Mission	



Euclid Concept	
•  科学的目標： 宇宙論観測量を用い、ダークエネル
ギー、ダークマターの性質を探る 
–  Weak lensing & Galaxy clustering	


•  必要なサーベイ:  精密宇宙論を可能にする衛星による
究極的な銀河撮像・分光サーベイ → 全天サーベイ 
(analogous to WMAP vs. ground-based CMB experiments) 	


‒ 高分解能イメージ 
‒  OH夜光の影響を受けない近赤外線の観測 

•  境界条件： Need to meet the M-Class mission requirements 

(Soyuzu) → 口径、検出器のサイズ 



Survey Summary

•! 1.2m, FoV=0.54 sq. degs, 6.25 years operation (2020? - )"
•! Imaging: One optical filter (R+I+Z) + 3 NIR (YJH) filters  need to ground-

based partners for optical data (griz)!
•! Spectroscopy: NIR spectroscopic surveys of emission-line gals (H )"
"





Legacy value of Euclid NIR data	

Euclid-Deep	

Euclid-Wide	
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Survey field/strategy
•! Wide (5yrs): almost all sky = 15000 deg^2 with |b|>30deg (VIS=24.5AB, Y,J,H=24)"
•! Deep (~5months): 40 deg^2 (NEP+SEP), 40 wide survey exposures for each field"
•! The repeated Deep observation data used for a calibration of wide survey data"



Survey strategy 	
•  The elementary observation sequence of a 

field = 4 exposure frame observation 
(each dithered)	


•  1 frame: VIS integration = 590s, Y=88s, 
J=90s, H=54s	


•  Cadence observation available by 
optimizing the scan strategy for the Deep 
field 	 NEP Deep 	 28 visits (60 degs rot.)  	 Other 12 visits (random deg. rot.)  	



Ground-based partner for Euclid	

Visible alone	 Visible+NIR	

•  Euclid needs griz images from 
the ground for photo-z’s	


•  Southern hemisphere	

–  Dark Energy Survey (5000 deg^2)	

–  Eventually LSST (23000 deg^2)	


•  Northern hemisphere	

–  Pan Starrs2 (~20000 deg^2); needs 

the operation cost: not seriously 
considered	


–  A new wide-field camera for ESO 
4m telescope (WHT); now not 
work	


–  CFHT upgrade (France vs. Canada)	


–  Subaru HSC (additional 6000 deg2)	


Y. Mellier (ECL)が2012年6月に来日し、林台長に正式にEuclid
のためのHSCサーベイを依頼  



Remark: Space-based WL still challenging	

•  The Euclid PSF not 
yet ideal for WL 
(€800M)	


•  WFIRST: NASA had 
explored their own 
WL-space mission 
(~1.6B)	


•  Y. Mellier joined the 
WFIRST science 
definition team, as a 
Euclid representative	


•  Euclid/WFIRST 
complementary	


Euclid PSF	



From Yannick Mellier’s slides	



Euclid collaboration structure	
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	 Yannick Mellier (EC Lead)が実質PI	

+US 40 scientists	

~1000 parcipants	



米国からのEuclid計画参加研究者 
•  Rachel Bean (Cornell), Charles Bennett (JHU), Gary Bernstein (UPenn), Mark 

Brodwin, (Kansas),  Asantha Cooray (UC Irvine), Francesco DeBernardis (UC 
Irvine), Peter Eisenhardt (JPL), Daniel Eisenstein (Harvard), Richard Ellis 
(Caltech), Cosimo Fedeli (Florida), Jonathan Gardner (NASA), Anthony 
Gonzalez (Florida), Christopher Hirata (Caltech), Shirley Ho (CMU), 
Bhuvnesh Jain (UPenn),  Steven Kahn (Stanford), Alina Kiessling (JPL), Eric 
Linder (LBL), Robert Lupton (Princeton),  Rachel Mandelbaum (CMU), 
Leonidas Moustakas (JPL), Nikhil Padmanabhan (Yale), David Spergel 
(Princeton), S. Adam Stanford (UC Davis), Daniel Stern (JPL), Michael Strauss 
(Princeton), Harry Teplitz (Caltech), Ali Vanderveld (Chicago), Risa Wechsler 
(Stanford), Michael Seiffert (JPL), Alexander Kashlinsky (NASA), Richard 
Arendt (NASA), Matthew Ashby (Smithsonian Astrophysical Observatory), 
Volker Bromm (Texas, Austin), Guenther Hasinger (Hawaii), Harvey Moseley 
(NASA), Ranga Ram Chary (Caltech), Daniela Calzetti (Amherst), Chris 
Bebek (LBL), Alex Kim (LBL), Michael Lampton (Berkeley), Michael Levi 
(LBL), Peter Nugent (LBL), Saul Perlmutter (Berkeley), David Schlegel (LBL), 
Jason Rhodes (JPL), Steven Allen (Stanford),  Peter Capak (Caltech), Olivier 
Dore (JPL), Brice Menard (JHU), Claudia Scarlata, (Minnesota)	

http://euclid.caltech.edu	

	



Euclid Consortium Meeting @ Leiden, May 2013	



これまでの活動状況 
•  2012年6月 Yannick Mellier氏来日（林台長などと会談） 
•  2012年 秋季天文学会　光赤天連総会で紹介（宮崎・高田） 
•  2012年9月 HSCサイエンス検討研究会＠天文台（70名ほどの参
加者）、Euclidの議論の場を設ける 

•  2013年1月 HSC-Euclidサイエンス検討研究会＠天文台（50名ほど
の参加者） 

•  2013年2月 すばるUMで議論 
•  2013年4月 HSC-Euclidサイエンスコアチーム（宮崎・高田代表）
からのサイエンス白書をSACに提出 

•  2013年6月 林台長からMellier氏に、「コミュニティーでの議論の
結果、まだ結論は出てないので、最終回答を待って欲しい」と回答
した。それを受け、Mellier氏から了承の返事と共に、日本人研究者4
0人を受け入れる用意があるという返答。 

•  この間、すばる小委員会で継続審議中 
 



HSC-Euclidサイエンス検討研究会 
（1/10, 2013） 

•  各分野の招待講演者に忌憚ない意見を求めた 
‒  HSC-UltraWideにサイエンスの価値はあるか？Euclidデータ自体に価値はあるか？
HSC-UWとEuclidのシナジーは？ 

HSC-UW	 Euclid	 HSC-UW+Euclid	

宇宙論 ◎	 ◎	 ◎	

高赤方偏移銀河 △	 ¢	 ¢	

低赤方偏移銀河 △	 △	 △	

銀河団 ¢	 ¢	 ¢	

QSO △	 ◎	 ¢	

天の川銀河（銀河考古学） ◎	 △	 ¢	

星・惑星形成 ×	 ×	 ×	
時間変動天体 △	 △	 △	

将来計画とのシナジー ◎	 ◎	 ◎	



HSC-Euclid Survey  
のサイエンス白書 (2013年4月19日提出) 

http://member.ipmu.jp/masahiro.takada/hsc-euclid_whitepaper.pdf



これまでの議論・コメント 
•  Euclid dataはいずれ公開されるが（データ取得後2年後）、最初
からアクセス権を持つことの意義は？（注: 公開データは “Level Q 
data for transient products”） 

•  HSC-for-Euclidサーベイの見返りとして、約40人の日本人研究者
だけが参加できるとなると、そもそもそのサーベイはSSPの定義
に矛盾しないのか？(SSP = All Japan) 

•  日本から参加する研究者のコアチームが必要だ。コアチームは主
要な貢献ができるのか？ 

•  HSC-UWのデータ自体の価値が高い必要がある 
•  PFSサーベイとのコンフリクトは？ 
•  HSC SSPサーベイをやってみないと、次にやるべきことが何なの
か見えてこないのではないか？ 

•  10年後のことを今決めて良いのか？ 
•  銀河研究にはWISHのデータが望ましい。しかし実現可能性を考え
ると、これら海外の計画に参加することもより慎重に検討すべき 



Participation Scheme	

•  これら将来計画自体の科学的価値は？ 
•  すばるとのシナジーは？すばるの戦略は？(サーベイ→ TMT) 
•  他の日本の計画との相補性は、SPICA, WISH, TAO, TMT, …  
•  コミュニティーのリソース(資金、人材) 
•  「2020年代の光赤外天文学検討書」(松原さん [tennet:11512]) 

Buy-in	 Instrument (in-kind)	 Science (in-kind)	

Euclid	 ×	 ×	 ◎ HSC~200 nights	

+PFS	

40 JP scientists	

LSST	 △	

$20K/person/yr	

JP consortium? 	

×	 △ PFS follow-up	

WFIRST	 △	 △Coronagraph?	

(JPTFチーム主導？）	

○ HSC?+PFS 
follow-up	




まとめ 
•  Euclid=2020年代の衛星銀河サーベイ 
‒  予算はすでに確保(~$1B)。~1000人規模のEU+40 US 
scientistsの国際共同研究 

‒  地上のパートナーが必要。南天＝DES, LSST, 北天はHSCが
有力候補 

‒  H=24 for Euclid-Wide, H=26 for Euclid-Deep (40 sq. 
degs); WFIRST, WISHと比較すると浅いサーベイ（PFSの分
光サーベイにはより適するかも） 

•  日本、すばるの将来戦略として良い選択か？ 
•  コミュニティーの合意・了解、決断の時期、戦略を含
め議論する必要がある (計画の実現性 vs. 日本の寄与
の重要度 vs. 計画自体の価値) 




