
第Ⅱ期 第 3 回 国立天文台科学戦略委員会議事要旨 
 
○日時：2021 年 8 月 18 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、野村英子教授（Zoom）、小杉城治准教授（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 

 委員名簿等の確認を行った。 
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、すばるや TMT の状況、OISTER 等の大学間連携事業、その他の事項につい

て報告があった。 
  
主な質疑 
・中期評価の結果をみると「大型望遠鏡、次世代観測装置、超高速計算機等の開発研究、整備

及び運用を行い、科学技術の発展向上に寄与する。このため全国の大学等と先端的開発研究を

進める。」の項目も評価が 2 になっているが、これはなぜか。 
－学位授与機構が評価したもので、理由は開示されていない。評価 2 は普通、評価 3 は非常に

よい、ということなので悪くはないと理解する。目標に対して評価結果の数字が示されている

だけで、理由は示されていない。 
・課題、改善を要する点の中で、ダイバーシティへの配慮、努力が求められる、との記載があ

るが、国立天文台ではこのコメントに対してどう対応する予定であるか。 
－国立天文台が特に注視されたのではなく、多くの機関に同様の記載がある。非常に大事な項

目であると思っている。国立天文台の場合、教員比率は女性が十数パーセントであり、まだ改



善が必要な状況である。女性だけの公募については意見があるところではあるが、運営会議と

相談しながら、今後についても検討する必要があると考えている。外国籍の方については、大

きなプロジェクトのマネージャになっているという良い例もあり、単にパーセントを上げるだ

けではなく、重要なポジションを務めて頂ける方がいる事が重要だと思う。 
・TMT は 2020 ロードマップに載っていないが、近いうちに建設が再開できるとなった場合に

は、ロードマップに載っていなくても、予算を使って建設できるのか。 
－文科省の判断が必要なので、個人的な意見であるが、フロンティア事業の 10 年の区切りと

かは日本の制度、人為的なものであり、国際的には日本は TMT の完成にコミットしているの

で、日本の制度制約に起因して TMT が止まることがないようにする必要がある。国際的な協

力関係に影響を与えないように、適切に対応する必要がある。 
 
○意思疎通委員会について（その３‘） 
 常田台長から、国立天文台の意思疎通委員会からの提言への対応について報告があった。 
 
2-2．将来計画の立案プロセスとその仕組み  

前回、今後の将来計画の立案プロセスとその仕組みを検討するにあたり、思考実験を行

うのがよいのではないかという意見を受け、いくつかの議論の論点について意見交換が行

われた。本日の意見交換をもとに、次回さらに深く議論することとなった。 
 
主な質疑・意見交換（ロードマップとは何か？ (a)天文学のサイエンスロードマップ、(b) 
国立天文台のサイエンスロードマップ、(c) 国立天文台のロードマップ、そして、国立天文

台の果たすべき役割とは） 
 
・天文学のサイエンスロードマップは必要で、国立天文台がコミットするのは良いが、リー

ドして作成するよりはコミュニティ主体の方がよいかもしれない。まずは何かしらコミュ

ニティで議論する必要があると思う。また、国立天文台の果たすべき役割については、コ

ミュニティの意見を聞いて定義することが大事だと思うが、大学では開発できない大型あ

るいは高度な装置の開発と運用を中心に据えるべきではないかと思う。 

・コミュニティの中で議論するという点について、理論懇などの単位ではなく、波長横断

が大事なので、日本天文学会などで議論するのが良いかもしれない。国立天文台が天文学

のサイエンスロードマップを作成するのではなくコミュニティ主体がよいという意見は

そうかもしれないが、たとえば国立天文台から日本天文学会に呼びかけるのは良いと思う。 

・コミュニティの分野ごとの議論について、波長ごとのコミュニティではサイエンス系の

議論はあまりなかったのは確かにそう思う。日本天文学会で、という以前に、銀河とか原

始惑星系円盤などのコミュニティに、どのような装置が必要かなど考えてほしいと投げか

ける機会があってもよい。そういう意味で、次の将来計画シンポジウムがコミュニティか



らのボトムアップを促す良いきっかけになればと思う。国立天文台の役割について、大学

ではなかなかできない大きな計画を、大学が頑張って推進しているものも出てきた。そう

いう計画に、大学共同利用機関としてどう関わるか、という観点も重要ではないか。 
・KEK の PIP のようなことを国立天文台でも行うというシミュレーションの目的は、コ

ミュニティから学術会議マスタープランに直接提案できる仕組みの中で、国立天文台側で

は実施機関としての責任が重く慎重にならざるを得ず、結果としてマスタープランの重点

大型で推薦されロードマップに掲載されたら実施機関になるという、受け身的な状況を、

是正したいというのがモチベーションと考えて良いか。 
－すばるやアルマは受け身ではなく、文科省のロードマップが作られる以前からコミュニ

ティと一体になって国立天文台が推進してきた経緯がある。TMT は、現在の仕組みになっ

て初めて光赤天連からマスタープランに提案し、国立天文台が実施機関となってロード

マップに掲載された計画である。この仕組みは 3 年に一回行われているが、毎回大きな計

画が天文分野で必ず追加してもらえるわけではない。コミュニティとして何を優先に選ぶ

かという議論を行った上で、国立天文台が実施機関となる場合はその実現可能性について

もより深く議論する必要がある。すばる、アルマ、TMT という大きい計画がある中で 4 つ

目を選ぶときに、国立天文台だけで決定できず、天文学コミュニティ全体で方向性を決め

てもらう必要がある。能動的にやろうとしても、よくコンセンサスを得て進めるためには

どうすればよいのか、それがこの議論の主たる問題意識と考えている。 

・波長に横串を刺すために、日本天文学会という意見もあるが国立天文台が重要な役割を

担うこともあるのではないか。もう一つはコミュニティの検討している計画が天文学的な

波及インパクトが大きいと国立天文台も含めて判断された場合、国立天文台がその中心と

なる組織と共同に提案する方がプラスとなることもあると思う。 
－前者の件について、横串を刺す議論を国立天文台が主導するのではなく、コミュニティ

主体の方がよいという意見もあったが。 
－国立天文台が主導することは、コミュニティにとってもメリットがある。1 つは横串を

通すことで、今まで気がつかなかったことに気がつき、研究計画の実現可能性があがる。

2 つ目は国立天文台も一緒に押すことで、より計画の実現性があがる。サイエンティフィッ

クにもプラスだと思っており、今後の重要計画に力を与えることができると考える。 
－国立大学法人の総予算が横ばいの中、共通基盤経費分の中の学術フロンティアも右肩上

がりにはいかず、提案した計画が必ず通るわけではない。コミュニティが選んだものをき

ちんと評価して、世界最先端の研究を日本がオリジナリティをもってリードできるか、が

審査対象に入っているので、そう簡単ではない。宇宙分野はこれとは違う予算である。但

し、天文以外の分野とも競争する必要があるということを忘れてはいけない。 
・新しい計画を押すだけでなく、押したからには何かをやめる、ということもコミットす

るメカニズムがいるのではないか。 
 



－運営費交付金の額の範囲内で実施するのは機関の裁量に任せられている。現状、新しい

ことを実施するには何かをやめる必要がある。このため、額が小さくても運営費交付金の

中に収まらないものは、日本学術会議そして学術審議会、文科省における政策的判断を通

して、フロンティア事業として認められるチャンネルしかない。 
・意思疎通委員会の提言も関連するかもしれないが、天文学のサイエンスロードマップは

コミュニティと実施機関とが共有しているのが前提だと思う。それが足りないのではない

か。様々な人からコミュニティ同士のお金の取り合いみたいなことは聞くが、天文学全体

で何を目指すのかという観点が見えない。コミュニティ全体で共有できれば天文学全体と

して幸せになれるので、その努力が必要と考える。KEK のロードマップは大型加速器を

使うものに限定しているのが彼らの工夫だと思う。もう一つは、それぞれの波長に区切る

のはよくないという話であるが、どうするのが良いか非常に難しい。 
－大型加速器に限定しているのは、ロードマップの中で KEK の果たすべき役割が大型の

加速器を開発して運営することと定義されているためであり、その前提があって KEK が

実施する計画案が記載されている。国立天文台の果たすべき役割を明確に定義できれば、

KEK のロードマップに対応するものが作れると思う。各分野というのは KEK の中の○○

研究所がそれに対応している。 
－KEK のロードマップにおいて大型加速器を使うものだけかどうかはその時々でやや違

い、柔軟な運用がされている。加速器技術の応用も含め非加速器分野が含まれることもあ

る。重力波などもロードマップに含まれている。 
・国立天文台のロードマップをコミュニティでも共有することは、その責任が分散される

と思う。コミュニティ全体で問題点を共有することが一番大事だと思う。 
・KEK でも LHC への参加など実施母体が違うプロジェクトも議論されているように、国

立天文台でも別の実施母体の計画も対象にする必要があるのではないか。国立天文台で

ロードマップを作るとしたら、国立天文台のプロジェクトだけに限ると、将来難しくなる

のではないかと思う。 
－PFS の例もある。 
－そういう柔軟性が必要だと思う。 
・天文学全体で問題意識を共有する必要があるという点について、今までのように波長ご

とに我田引水だと天文学全体が沈んでしまうので、国立天文台の現状やマスタープランな

ども含めて全体で共有する必要があると思う。意思疎通委員会の報告書では、国立天文台

執行部だけが悪者にされた感じがするが、コミュニティ全体の問題であり、コミュニティ

の中のいろんな問題が今回顕在化したと思っている。そもそも日本天文学会等で広く問題

意識を持つ必要があった。日本天文学会執行部が替わったので、どういう問題意識か一度

話しても良いのではないか。 

 

 



・国立天文台のロードマップ更新の間隔についてだが、その間に状況が変わり、自分たち

に関係ない要因で計画が中断したり、一方で急に降ってくる話もある。そのような突発的

なことも対応できるようにしたほうが良いと思う。 

－急に生じたことについて、その時点で議論し、対応できる仕組みを含めれば良いであろ

う。 

・大型フロンティア事業について、文科省から、TMT とすばるについて、新しい望遠鏡が

出たら古いものは勇退するものと、強い意見が出た時期があった。それに対し、特徴の違

いや全く質が違う計画であることを理解してもらったが、学術コミュニティがワンボイス

になって支援しないと、既存の計画ですら推進できない。すばるはコミュニティの強い支

持があり理解されたが、TMT もコミュニティの支持がないと進めるのは難しい。 
 

 

主な質疑・意見交換（それぞれのロードマップは誰が作るのが良いのか） 

 

・コミュニティからある程度リスペクトをもらいながら進めるのであれば、コミュニティ

に推薦してもらうやり方がある。偉い先生に勝手に議論され、プロジェクトの優先順位や

他プロジェクトとの融合などを決定されるのは反発を生みかねない。一方、コミュニティ

推薦は、我田引水となり自分たちの計画を通すことに躍起になる心配がある。ロードマッ

プ作りの委員会は、事前に目的をしっかり提示し、見識のある人、各コミュニティで信頼

されている人、仮に自分たちが推薦する計画が認められなくても納得できる人で構成され

るのが理想と考える。 
－運営会議とは別途、特別な委員会を作った方が良いということか。運営会議の下に科学

戦略委員会とプロジェクト評価委員会が既にあり、運営会議も含め、コミュニティに委員

の推薦をもらっている。現状の建付が問題であれば改定して対応することも考えられるか

もしれない。 
－運営会議はやるべきことがあるのでそれを議論すべきだし、科学戦略委員会も未だ枠組

み作りに時間を割いており、現状は科学ロードマップに集中する余裕はないと思われる。

人選は大事であり、分野横断的な科学に精通し、コミュニティの代表となりうる人にぜひ

参加していただきたい。科学戦略委員会がそれにあたるのであれば、その人選はさらに検

討が必要であり、何か決定した時に各コミュニティが受け入れられる形にする必要がある

と思う。 
－各コミュニティ代表として議論するとなると利益代表となるので、天文学全体の利益を

議論するのは難しいのではないか。国立天文台の役割として、国立天文台には広範囲の分

野の方がいるので、どのようにプロジェクトを進めるのがよいか議論し、さらにコミュニ

ティとも十分に検討され、それが天文学全体の利益につながる議論になるとスムーズだと

思う。 



－各分野代表で議論する場合は、波長横断という点と整合性がとりにくくなると思う。た

だ現状は波長ごとのコミュニティにも配慮が必要で、現実的には、半分はコミュニティで

半分は国立天文台などでバランスをとることが必要ではないか。また、海外の人を予めメ

ンバーに入れることもできると思うが。 
－国際的評価は必要であると思うが、国際的評価の人選や、どの段階で参加してもらうか、

なども含めて意見を頂きたい。 
・KEK ではロードマップや PIP を作る議論をするのは KEK の研究推進会議。研究所の

方針を決めるので、委員会は所内の役職指定で構成される。国立天文台のロードマップな

のか天文分野のサイエンスロードマップなのかで違うが、国立天文台のロードマップなら、

コミュニティの意見を汲みながら国立天文台で決めていくべきで、KEK 研究推進会議に

相当する場で議論する必要がある。広くコミュニティの人が入りすぎると議論がまとまら

なくなったり、機関の意志決定ができなくなるのではないかと思う。 
・100％コミュニティの代表だけで構成される必要は無いと考える。KEK のロードマップ

は、役職指定で議論を進めるのは理解できる。今、国立天文台で議論すべきなのは、国立

天文台としてのロードマップか、それとも天文学のサイエンスロードマップのどちらなの

か。 
－どこかの段階で KEK の PIP のようなものは作成する必要がある。KEK は KEK ロード

マップを作った上で、PIP を作っている。国立天文台のロードマップを作るにはサイエン

ス部分のインプットは必要となり、天文学全体のロードマップがないと最上段の入り口が

決まらない。国立天文台がどのようなサイエンスをその役割に沿って選んだのか、それを

定義することは必要であると考える。議論しているのは、どのレベルのロードマップを誰

が作るのか、ご意見いただきたい。（c）国立天文台のロードマップおよびその実施計画は、

国立天文台が作成者となるだろうが、まずは（a）天文学のサイエンスロードマップを作成

し、そして（b） 国立天文台のサイエンスロードマップが作られ、（c）国立天文台のロー

ドマップを作る、という流れでなでいと、コミュニティとの対話が欠落するのではないか

と考えている。 
・天文学全体であれば国立天文台の枠を超えるので、実施母体が国立天文台ということで

あれば、（b），（c）だけに絞って議論する方が良い。KEK のように国立天文台でも実際に

実施する人々がその作成に関わることが大事である。ただサイエンスのインプットもない

と問題なので、（b）の作成ではコミュニティからの推薦者が入るとよいのではないかと思

う。うまい人の割合で、というのはあってもよいかもしれない。 
 

 

 

 

 



主な質疑・意見交換（実施計画: Implementation Plan (IP)） 
 
・上流から考えるか下流から考えるか、どうコンセンサスを得ていくか、最終的に実施計

画ができた段階で、どう計画を推進していくか、などご意見をお伺いしたい。 
・サイエンスロードマップと実施計画の違いはクリアになったと思う。サイエンスロード

マップはコミュニティに幅広くサイエンスを出してもらい、優先順位を明確にするという

より、広くこういうものがあると整理していく。一方で IP では国立天文台主導になると

思うが、実際にどう実施計画や予算計画に落としこんでいくのか、どうやってコミュニ

ティの意見をどこまで取り入れて行くのか、が一番問題になると思われる。運営会議での

フィードバックという提案があったが、もう少しよく意見を汲み取る仕組みを議論する必

要があるかもしれない。 
・実施計画の主語が国立天文台なのは妥当だと思うが、予算がよくても一定で横ばいの中

で、既存のものを終わらせる判断も実施計画に組み込む必要があり、コミュニティとのコ

ミュニケーションがすごく必要になると思う。 
－現在実施している計画も実施計画に組み込む必要がある。また、それを決定する時にそ

れぞれのコミュニティとの対話が大事である。一案として、その場を運営会議と考えるこ

ともできるが、ほかの決め方も有り得ると思う。 
・国立天文台のサイエンスロードマップを決定した時、どのように周知するかも重要であ

る。KEK でやっているタウンホールミーティングのようなことも検討する必要があるの

ではないか。 
・作成された国立天文台のサイエンスロードマップの案に対して台外の意見をもらうこと

が必須との意見であるが、外部とのインプット・アウトプットはどう考えているのか。サ

イエンスロードマップの作成段階でどのようにインプットをもらい、どのように決定プロ

セスに組み込み、決定をどう納得してもらうのか。どのように外部との意思の疎通を図っ

ていくのか。 

－大事なのは、決める前にきちんとコミュニティと相談し、決めた後はきちんとその結果

を示すことだと考える。そのためにプロセスが事前に共有され、議論の結果を説明できる

仕組みになっていないといけない。合意されたプロセスを踏み、結果の説明責任を果たし、

最後はみんながこれで良いと思える国立天文台のサイエンスロードマップを作っていけ

ることが重要で、そのための方法を議論してもらいたい。 

－国立天文台のサイエンスロードマップの作成主体は国立天文台で良いし、台内委員が過

半で良いと思うが、コミュニティの代表枠はあった方がいろいろな意味でうまくいくので

はないかと思う。理由として、一つ目は各コミュニティに関連するプロジェクトの情報を

誤解なく共有できる、二つ目は、議論の内容をコミュニティに伝える役割を果たしてもら

える。マスタープラン 2023 に向けて各コミュニティで推薦の順位付けを議論しているが、

光赤天連、高宇連では重点大型計画候補の代表者を入れてやっており、きちんと議論し、



優先付けはできている。正しく情報をいただき、インプット・アウトプットがしっかりで

き、最も利益を代表している人に理解を得ながら、メリハリのあるプランを作りつつある。

利益相反のない見識者にするとインプット・アウトプットがうまくいかないこともある。

利益代表を中に入れてしっかり責任をもって議論に加わってもらうことも大事であると

考える。 
・国立天文台のサイエンスロードマップや最終的に実施計画に至るインプットの部分につ

いて、天文分野ではコミュニティと実施機関の国立天文台との距離が遠いように感じる。

高エネルギー分野や宇宙線分野ではサイエンスの議論がコミュニティのタウンミーティ

ングなどで行われる際に、実施機関の執行部が関わっている。そのためコミュニティの議

論の方向性とサイエンスを実施計画に反映する時とで大きな乖離が起きない。天文は分野

が広いので難しいとは思うが、日本天文学会なり将来計画シンポジウムなどでコミュニ

ティとして議論する場を作るのが大事だと思う。 
・天文分野の難しいところは一つの望遠鏡が 20 年、30 年と長く運用が続くことである。

5 年単位で新規計画を立案すると、予算の限界にすぐに達する。 
－加速器の実験も 5 年などの短い単位ではなく、もっと長いが、コミュニティと実施母体

とが頻繁に議論を持つ機会がある。そのような場所を設けた方が良いと思う。 
・コミュニティとの対話は、KEK などでは研究主幹が中心となっているのか。高エネル

ギー分野には、コミュニティ、実施機関の双方に将来計画委員会があるが、天文の場合は

そのようなものが無く、コミュニティとしての統一的な見解が見えない。 
－コミュニティとの関わり方は、高エネルギー物理者会議では機構長や理事などが入って

いる。実施レベルでは素核研所長などがそのレベルである。宇宙線分野では、コミュニティ

の将来を決める将来計画検討小委員会があり、そこに宇宙線研の所長がオブザーバで参加

している。 
・どのレベルのロードマップをコミュニティと一緒に作成すると良いのか、どういった人

選が良いのか。実施計画はなんとなくコンセンサスがあると思うが、再度意見をお伺いし

たい。 
－出口は（c）国立天文台のロードマップにつながるもので（b）国立天文台サイエンスロー

ドマップを作るのは良いと思うが、いろいろな分野が関連しているので、（b）を作るのに

（a）天文学のサイエンスロードマップも必須だと思う。周辺分野に声をかけ、天文学全体

を見る視点は非常に重要だと思う。その意味で日本天文学会を巻き込むこと、必ずしも学

会には拘らないとしても（a）から進める方が良いと思う。 
・宇宙研での将来計画では、どんなロードマップがあるか、スペースの関連分野に問い合

わせた時、惑星科学会が全体で対応して回答してくれたことがある。惑星科学会がその時

に出した方向性は今の様々な惑星科学、スペースのミッションにつながってきているので、

参考になるのではないか。天文学会に全部ではないが、あるところのインプットをお願い

するのは良いかもしれない。 



・（a）、（b）、（c）という全体的な流れが、そもそも良いのかについても意見をお伺いした

い。これをひな型として議論を進める事に、皆さんからのコンセンサスを得られるか。 
－天文学全体を考えながら、国立天文台のプロジェクトまで紐づけて考える事はすごく良

いと思う。天文学のサイエンスロードマップをこの議論の中で考えるのか、あるものとし

て議論するのか、明確ではないが、（b）国立天文台サイエンスロードマップから下流側を

紐づけて、最終的に実施計画に落とし込んでいくのは良いと思う。 
－このような流れを基本にするのは賛成である。問題は、これをどこに向けて何のために

作っているのか、意思疎通委員会への科学戦略委員会からの回答という面が強いと思うが、

なぜここで議論しているのかを共有できると良い。 
－学会で自分たちの将来を考えることができる場が無いが、国立天文台から問題提起でき

ないか。天文学会から委員を出してほしいという形でもよいし、何らかの形で巻き込んで

ほしい。 
－この方向で議論するのは賛成である。ロードマップのところで（a）を日本天文学会が、

というのは議論があると思うが、急に大風呂敷を広げるのは難しい。まずは国立天文台の

サイエンスロードマップの整備を進め、その中で議論があった際に幅広い視点で議論して

いけたら良いのではないか。 
－このような方向性で議論を進めるのは良い。他の方の意見にもあったが、なぜ今、この

議論をしているのかは分かりにくい。問題点を共有し、ロードマップの必要性を明確化す

ることから始めた方が良い。 
・2026 年のマスタープランを考えると、2024 年に LOI に基づいた日本学術会議シンポジ

ウムが開催されることになる。そこで実施機関を国立天文台と明記するためには、その時

点で実施計画が作成されている必要がある。そう考えると 2021 年にこの仕組みなどを議

論し、2022 年に大きな方向を提案し、2023 年にプロセスが合意されたとしても、その一

年以内後に国立天文台のロードマップや実施計画を作らないと 2024 年には間に合わず、

2026 年マスタープランへはかなりタイトであると思われる。 

－学術会議のマスタープランとの関係において、高エネ系の分野では学術会議が各団体に

確認し、実施機関との合意がなければ実現性に異議を唱えられるとの事であった。国立天

文台が事前にロードマップおよび実施計画を持っていることで、コミュニティがマスター

プランに提案するとしても、自分たちのやりたい計画を実現する道筋が明確になるメリッ

トがあり、特にサイエンスメリットや緊急性なども整理されていれば、その計画の提案が

強くなり、非常に良いと思った。 

 
2-3．国立天文台の成果と将来計画シンポジウム 
 将来計画シンポジウムに関し各コミュニティに依頼した内容について報告があった。 
・発表者に統計数理研究所からのインプットも記載されているが、協力できると思う。もう少

しテーマがはっきりしていればより準備しやすい。 



－9 月 22 日の回答が集まった後に、SOC で相談して、開催の一か月前ぐらいにはもう少し具

体的なテーマでお願いできると思う。 
・コミュニティに割と意図が伝わっていないので、直接話すなどの何らかのアクションがあっ

た方が良い。本委員会の委員には、各コミュニティの運営委員会の関係者もいるので率先して

説明してもらうのが良い。 
・天文学全体のサイエンスロードマップのようなものも含まれているのか。 
－国立天文台のシンポジウムということで、天文学全体というよりは国立天文台を意識し、そ

れが出発点になっている。 
－国立天文台のサイエンスロードマップのようなものがシンポジウムを通じて見えてく

るという感じか。 
－サイエンスロードマップに載る候補がコミュニティを通じて見えてくる感じではない

か。 
・本シンポジウムでは、先ほどから話題になっているサイエンスロードマップのようなも

のを作る予定であることも明示した方が分かり易いのではないか。今は難しくても 11 月

の時に明示しても良い。参加者も明確になり、議論し易くしやすくなると思う。この際、

広く意見を聞けたら良いのではないか。 
・国立天文台の将来シンポジウムではあるが、天文学全体の将来を考えるきっかけになる

ような刺激になれば良いと思う。 
 
報告 
3-1.  ワーキング・グループ報告 
 6 月 28 日に開催された惑星科学ワーキング・グループにおいて行われた議論について報告

があった。 
続いて、データアーカイブワーキンググループの検討状況について報告があった。 

 
質疑（データアーカイブ WG） 
・木曽観測所のデータがデジタルアーカイブされ非常に便利に使っている人がいる。国立天文

台の岡山や堂平の乾板なども同じようにアーカイブする必要があるのではないか。いま科研費

レベルでやる仕事になってしまっている。WG 委員の意見を聞いていただくのがよいのではな

いか。 
－アーカイブして保管するのは非常に大事だと思うが、それを今後どうやって進めるか、既存

の望遠鏡のデータと比べて優先度をどうするのか。 
－優先度などは WG での議論だと思うが、このままだと何もせずに放っておくことになって

しまう。木曽観測所のようにシステマティックに整理されている訳でないのでやりにくいのは

分かるが、歴史的価値のあるものをどうしていくのかについても議論の範疇に入れてもらえる

とよい。 



－岡山などの写真乾板、三鷹などにある歴史的資料などについては WG で議題にあげたと思

う。ただ WG の際には、まずは扱うデータが膨大にあるので現状のデータから考えましょう、

ということになっていた。全く範疇外ではないと思っている。 
－範疇外ではなく、少なくともデジタル化されたものは WG で議論しようとなっている。誰が

デジタル化するか、やるなら乾板にも寿命があるのでその寿命の内にやる必要があると思って

いる。 
・過去のデータのクオリティアシュアランスなどはどうするのか。 
－使い方にもよるが、分光乾板はキャリブレータが入っていて何とかなることもあるが、ダイ

レクトイメージングの場合は、位置情報が欲しいことが多いので何か座標系が貼れたら良い。

測光をやろうという人が出てきた場合には、そこまで準備すると費用対効果が悪くなる。 
－データアーカイブの議論では、その仕様に精度を含めないと大変なことになる。 
－そのとおりであると思う。 
 
続いて、月面天文台検討ワーキンググループの状況について報告があった。 
 

質疑（月面天文台検討 WG） 
・月面利用が脚光を浴び始めているのは、アメリカの計画に追随して日本もという政策の一つ

と思ってよいのか。 
－アメリカが月面基地を作る計画があり、中国でも月面基地を作る計画が別途ある。アメリカ

は非常に積極的に取り組んでおり、日本もそれに技術の面で貢献しながら協力して進めていこ

うという方針が昨年示された。科学の面でも日本独自のものを提案すべきというのが宇宙政策

委員会の考えとしてあるようで、月面天文台も検討の候補の一つに挙がっていると理解してい

る。 
 
その他 
 次回の科学戦略委員会は、国立天文台将来計画シンポジウム（11 月 9 日、10 日）の前に開

催することとなった。 
 


