
第Ⅱ期 第 2 回 国立天文台科学戦略委員会議事要旨 
 
○日時：2021 年 6 月 23 日（水） 13 時 30 分～18 時 00 分 
○場所：国立天文台長室、ZOOM 
○出席者： 
（台外）池田思朗委員（Zoom）、今田晋亮委員（Zoom）、大朝由美子委員（Zoom）、 

河野孝太郎委員（Zoom）、新永浩子委員（Zoom）、高橋慶太郎委員（Zoom）、 
田中雅臣委員（副委員長、Zoom）、村山斉委員（Zoom） 

（台内）井口聖委員（委員長、Zoom）、大内正己委員（Zoom）、齋藤正雄委員（Zoom）、 
都丸隆行委員（Zoom）、藤井友香委員（Zoom）、満田和久委員（Zoom）、渡部潤一委員（Zoom） 

○陪席・説明： 
（台内）常田佐久台長、竝木則行教授（Zoom）、倉崎高明特任教授（Zoom）、藤田常事務部長 
 
確認 
1.1. 国立天文台科学戦略委員会名簿、規則 

 委員名簿等に基づき、委員の職名に変更について報告があった。 
1.2. 前回議事要旨の確認 
 前回の国立天文台科学戦略委員会議事要旨の確認を行った。 
 
議題 
2-1.  現状報告とその質疑 
 常田台長から TMT、アルマ、すばる、VERA 等の状況について報告があった。また国立天

文台意思疎通委員会からの提言を受け、その対応について運営会議での審議を経て、国立天文

台規則や各種委員会の議事録の公開等を進めていることが報告された。 
 
 主な質疑（TMT 関係） 
・TIO 本部がヒロへ移転するということであるが、具体的な活動は計画されているのか。 
-まずはよい関係を築くところからから始めているところである。 
・これまで事務所をヒロに置いていなかったことについて、何か障壁があったのか。 
-地元との調和、理解が大事であったが、その観点が抜けていたのかもしれない。欧米流の進め

方との文化的な違いもあると思う。 
・難しい状況の中で努力し進めて頂いていることに敬意を表したい。一方で ELT に対する遅

れも顕在化しつつあり、どこで成果を挙げていくかの議論もコミュニティで進められている

と理解している。この観点について TIO での検討状況はどうか。 
-TMT としては、ELT とは情報交換を行っており、たとえばセグメント鏡の技術協力なども

行っており、技術面では一歩先にいる。ESO と継続的に情報交換を行っているが、工程上で



は TMT が後になるが、背中がみえるぐらいの距離感ではないかと感じている。米国では

TMT と GMT は共同で Decal survey に提案しており、これら次世代を担う 3 大望遠鏡が横

のつながりを持って進めることは非常に重要で、GMT とも情報交換を行っている。現在の

TIO は目前の課題への対応が最優先のためにまだ踏み込めていないが、これについても、提

案していきたいと思う。 
・TMT をハワイに建設することについてコンセンサスが取れているのか、まだラパルマの可

能性はあるのか。 
-TIO としては、ハワイで進めることで一致している。ただし、ラパルマがプラン B であるこ

とに変わりはない。しかし先に完成予定の ELT や GMT と比べた際、望遠鏡の完成度を高め

ることはもちろんであるが、サイトをできるだけいいところに作るということが最終性能の観

点でも大事である。 
・JCMT へのアクセスは国立天文台経由で行っているが、JCMT が使えなくなるのか。 
-毎月重要事項に関し意見交換を行っている。中国はCAMSがこれまで代表機関になってEAO
に資金提供していたが、今後は中国国内の受益者負担になると通知を受けている。香港大学が

新メンバーに加わり、タイも交渉をしているところである。台内では国際連携室が対応し、

WEB サイトも整備しているところである。いつも綱渡りの財政状況で苦労をしているが、中

国の制約を把握してつなげていきたいと思っている。現地の職員のケアについても気になって

いるところである。多角的に状況をみつつ進めているところである。 
・運営費交付金が減少している中で苦労しているが、大学は安定してきていると聞いている。 
-NINS 全体に配分される予算額が減少していることが要因である。様々な評価軸に基づき決

定されているため、それを分析し検討していく必要がある。 
 
2-2．将来計画の立案プロセスとその仕組み  

 意思疎通委員会からの提言のうち、科学戦略委員会と関係のある部分が紹介された。続いて

高エネルギー分野、宇宙線分野の将来計画の決定プロセスが紹介され、その後、KEK における

ロードマップ及び宇宙科学研究所におけるロードマップの作成とミッションの立ち上げの現

状が紹介された。 

 

主な質疑・意見交換（意思疎通委員会関係） 

・前期では、本委員会で物事が決まっているという印象を持たれていたと思う。 

-前期、本委員会で何かを決定した事はない。ただ今回の提言では、決定していくべき事項も指

摘されており、今後、本委員会にて議論を行ってもらいたい。 

・本委員会の役割として、各プロジェクトの評価をするというような記載もあるが、国立天文

台には別に評価委員会もあり、そことの整合性をとることが必要ではないか。 

-運営会議に議論を集約していくことは一致している。提言の趣旨をよく把握して進めること

が必要であると思われる。 



 

主な質疑・意見交換（高エネルギー分野、宇宙線分野） 

・コミュニティにも実施機関にも「将来計画委員会」という委員会があり、その性格の違いは

何か。コミュニティのほうは理想を語るが、研究所のほうはフィージビリティをみるというこ

とか。 

-概ねそうである。コミュニティとして将来計画をどう考えるかと、実施機関としての研究所

で考える将来計画は別になると思われる。 

・タウンミーティングの頻度や規模はどうなっているのか。 

-（高エネルギー物理学研究者会議の）将来計画委員会のタウンミーティングは定常的ではな

く、必要なタイミングで行っている。定期的に行っている勉強会というのは、将来計画委員会

の中で行っている。 

・KEK ロードマップには希望すれば掲載されるのか、それともヒアリング等で厳選されて掲載

され、さらに PIP（Project Implement Plan）で順位付けがされるのか。 

-希望があれば何でも掲載されるわけではない。新しい計画がある場合には、所長や施設長か

らインプットがあるので、所長や施設長（実施機関）レベルでの承認がないと KEKロードマッ

プにはインプットされない。 

・KEKの研究推進会議はどのような位置づけか。 

-よく知っているわけではないが、はたから見ていると研究推進会議では幅広く議論ができ、

みんなで情報を共有できる場であったと思う。ただ KEKロードマップに小さなグループがイン

プットするチャンスを得るのは簡単ではなく、コミュニティからしっかりと支持を得ないと難

しい。 

・コミュニティの将来計画委員会、KEK の将来計画委員会と KEK の研究推進会議の関係はどう

なっているのか。 

-コミュニティの将来計画委員会は日本のこの分野で何をやっていくかを議論する。実施機関

で何をやっていくかを検討するのが研究所の将来計画委員会、KEK で何をやるかを検討するの

が研究推進会議となる。コミュニティからのインプットは研究推進会議の場で所長などがコ

ミュニティの意図を汲んで発表している。 

 

 

主な質疑・意見交換（天文分野の現状、全体） 

 

・国立天文台で A プロジェクトが 10 年ぶりに認められたという説明があったが、それらは主

にすでに存在していた活動をプロジェクトとして可視化したというのがポイントである。新規

にプロジェクトが認められたのではないことを補足する。大学間連携事業についても NICA に

あるものを可視化したものである。 

 



・科学戦略委員会は波長を超えて、横串でという議論になっている。高エネルギー分野でもコ

ミュニティが沢山あるが、似たような議論はあるのか？ 

-高エネルギー分野ではそれぞれのコミュニティは割と独立している感じである。最終的なと

りまとめは研究推進会議でやっていると思う。 

・太陽研連では、定期的にシンポジウムを開催して議論するのが通常のやり方になっている。

将来計画については WS などで検討し、太陽研連からホワイトペーパの提出をお願いしたりし

ている。 

・光赤天連では、9 月から運営委員会の下に将来計画を議論する常設の委員会を設置すること

になった。 

・宇電懇も常設の形で将来計画検討委員会を設置した。 

・コミュニティから国立天文台にインプットする適切なパスはどうするのがよいのか。台内の

プロジェクト長などが国立天文台の執行部と意思疎通をし、台内のプロジェクト長がコミュニ

ティとも意思疎通をするのがスムーズにできそうな気がするが、そうはなっていないのか？ 

-原則そうであると思う。 

・コミュニティから実施機関へのインプットについて、仮にコミュニティの常設の小委員会な

どに国立天文台の人が役職指定などで入ることで、コミュニティと実施機関である国立天文台

との意思疎通が円滑に取れ、さらにフィージビリティのある計画をコミュニティでも議論でき

るのではないかと思った。 

・実施機関である国立天文台などは日本学術会議の分科会のヒアリングなどで評価される立場

にあり、この計画はできないと意志を示す機会がない。学術会議のメンバーもコミュニティか

ら選ばれたわけではなく継承されて決まっており、その人たちが天文学の日本学術会議マス

タープランに載せる計画を決定することが果たして良いことなのか、分科会でも最近ではコ

ミュニティの意見を吸い上げつつ決定する方向に変化している。この仕組みについてもこの委

員会で議論することの一部ではないか。 

 

主な質疑・意見交換（宇宙研） 

 

・宇宙研でのフロントローディングの制度はすばらしいが、タイムラインとして誰がどの時点

でキックインして誰が決定しているのか。 

-宇宙科学技術ロードマップに技術も含まれており、そのロードマップとも整合させて進めよ

うとしている。 

・宇宙研のプロセスは CML/TRLを使い世界に通じるプロセスになっている。このレベルで準備

をしていかないと、確度の高いプロジェクト計画は実現できない。しかし、地上のプロジェク

トも同様に適用できるのかは要検討である。 

・CML などの文化を知らないと、この段階でこんなに要求されるのかと驚くが、結果的には実

際に検討が深まることになると思う。 



・審査の段階では宇宙研は理学と工学が割とはっきり分かれている印象だが、どの段階から一

緒に審査を行うのか。 

-20 世紀は理学委員会と工学委員会が別々に審査して別のものを推薦してくるというやり方

だったが、現在は合同で審査しそれぞれの見識、立場で審査される。 

・天文であれば波長が違ってもある程度理解できるが、宇宙研では、全然違う分野の方が審査

をするので分野外の人にもわかるように説明をしないといけない。 

・いろんな分野の人に対し説得力のある計画にする必要があるのはその通りである。 

・宇宙研の CMLを使ったやり方を経験し、非常に実現性の高いプロジェクトができそうに感じ

た。 

・今のところ CML をやったプロジェクトで大きな失敗はないのであれば、天文台にもいれてい

くといいかもしれない。 

-宇宙研の手法を地上望遠鏡および観測機器に適用するはやりすぎではないかと思う。地上の

装置は修理できるので、ある程度緩和しないと、やりたいことができなくなる恐れがある。 
 
主な質疑・意見交換（全体） 

 
・狭義の意味でのコミュニティと広義の意味でのコミュニティがある。狭い意味では理論懇な

どであるが、広くみれば天文学会員である。宇電懇、理論懇等のそれぞれのコミュニティで議

論するたけでなく、天文学全体のコミュニティという意識を高めていけたらいいのではないか

と思う。 
・この委員会ではどのような議論をまとめていくのか。この委員会で天文学全体の意思決定を

行っていくわけではないと思うが。 
-意思疎通委員会からの提言の回答を準備しなければいけない。意思疎通委員会が持っている

イメージは KEK に近いのかなとも感じるので、本委員会での議論をもとに意思疎通委員会の

提言への回答をまとめていきたい。広く意見を出していただきたい。 
・コミュニティとしてどのような計画をやりたいかの意志決定、コミュニティ間での意志調整、

コミュニティから実施機関たる国立天文台へインプットするシステム、国立天文台内での実施

プロジェクトの選定プロセスなどを考える思考実験として、KEK のロードマップに近いもの

として、国立天文台ロードマップのようなものを作ろうとしたら何をどうしたらいいのか、と

いうことをやってみると答えがでてくるのではないかと思う。 
・科学戦略委員会は国立天文台内の委員会である。台内の委員会なので、国立天文台のプロジェ

クトについて、将来どうやっていくのか、などをコミュニティのインプットを得て議論する場

であると思う。 
・コミュニティの中での調整方法などを考えることも必要かも知れない。今計画されている将

来計画シンポジウムなどでコミュニティ間の調整をお願いする方法もあるのではないか。実施

機関の人を役職指定でコミュニティの委員会にいれるのもいいかもしれない。 



・KEK などは装置がないと研究できないという側面があるが、天文は装置に依存するものと

そうではないものの両方の要素があるので、必ずしもコミュニティ全体で全く同じ方向を目指

す必要は無い。天文にはいろんな波長があるので波長横断も大切ではあるが、多様性も考慮し

たほうが良いのではないか。また、実施機関が必ずしも国立天文台ではない計画もあることか

ら、特定機関の所長等をコミュニティの委員会に入れない方が良いかも知れない。各コミュニ

ティ内では、国立天文台以外のプロジェクトも存在することも理解する必要がある。 

・ロードマップには様々な計画が書かれ、その中から実施する計画を様々なプロセスで選定す

るものであるので、ロードマップにはむしろバラエティが必要である。ロードマップを作成す

ることと多様性を維持することは矛盾しないと思われる。 

・他分野のいいところを取り入れつつ、天文独自の状況にも適合した仕組みにしていく必要が

ある。 

・意思疎通委員会提案の本委員会の位置づけについて、ポートフォリオも含めて議論するとい

うものがあったが、順位付けまでするのは違うのではないか。そこは運営会議で、という議論

ではなかったか。 

・ポートフォリオまで、というのは KEKでは PIPの機能まで、ということかと思うが、本委員

会は KEK の将来計画検討委員会に相当する役割が相応しいのではないかと思う。PIP や順位付

けはこの委員会では行わないほうがいいのではないか。 

・多様性も失わず、また波長に拘らず天文学会員としての仲間意識の養成、あくまで国立天文

台の中の委員会であるという本委員会の位置づけ、どのように透明性をあげて将来計画を決定

していくのかというプロセス、コミュニティの中でコミュニティ間の調整方法などについて検

討してもらう必要性など重要な観点や意見が出た。本日の議論をまとめ、コミュニティでの提

案と議論、それらの本委員会へのインプットの仕方と運営会議等との関係、また国際外部委員

会などの導入の仕方なども考慮し、中長期的な将来計画の立案のプロセスについて次回も引き

続き議論して頂きたい。結果、これらが意思疎通委員会からの提言への回答案となると思われ

る。 

 

2-3．国立天文台の成果と将来計画シンポジウム 

 国立天文台将来シンポジウムの SOCで行われた議論が紹介された。また田中委員から初回の

SOC の議論で国立天文台の執行部からも SOC に参加する必要性が議論され、齋藤研究連携主幹

に加わってもらい、委員長を務めることとなったことが報告され、承認された。 

 

報告 
3-1.  ワーキング・グループ報告：惑星科学 
 惑星科学ワーキング・グループにおける検討状況及び今後の予定について報告があった。 
 
主な意見 



・MMX（火星衛星探査計画）との関わりについてどう考えているか。計画を着実に進めるに

はどうしていくと良いと思われるか。 
-RISE は測地サブＷＧとして関わっている。軌道・重力のチーム、形状モデルを作るチーム、

レーザー高度計のチーム、これらを測地サブＷＧとしてまとめることになる。レーザー高度計

は実績があるが、形状モデルの作成は人員的にてこ入れが必要になりそうであり、議論をして

いるところである。 
・SLIM への貢献は？ 
-SLIM については関わっていない。 
・TMT が惑星科学のコミュニティからどう支持を得られるのか、TMT の役割などを今後の検

討の観点に含めてもられると良いのではないか。 
・惑星科学はかなり広い分野をカバーしているが、分野をまたがるような議論は行われている

のか。 
-WG の目的はそういう議論を加速することにもある。出ている議論としては、物質科学的な

観測、電波で見られるような分子の動き、それが化学進化していって内側に落ちた時に探査で

どういうデータを取得すれば見られるようになるのかという議論、ガス惑星はモデルがあって

観測と比較ができるが、地球型惑星となったときに、観測と系内でもっている知識とどう結び

つけるのか、標準的な地球型惑星を考えられるようなフレームワークを作れるのか、そのよう

な議論を行っている。 
・固体惑星の分野と大気とか外層大気の分野と別々に議論されているという印象がある。そこ

をうまく組み合わせていくと良いのではないか。 
-WG に限らず、火星を中心に議論が進んでいる。系外惑星の観測では大気の情報が増えてい

くだろう。地球型惑星の大気は，星雲からのガスと、惑星内部での活動に大きく影響を受ける

惑星内部からのガスの 2 成分があり、また、そのガスが宇宙にどう逃げていくのかで大気進化

が進む。典型的な地球型惑星を考えるときにそれらが切り離せないので、まだ見通しがたって

いるわけではないが、今後系外の観測と系内の探査を結びつけて議論されていくと思われる。 
 
その他 
 次回の科学戦略委員会は、7 月下旬から 8 月にかけて開催する。 
 
 


