
将来計画検討報告書
「２０２０年代の光赤外天文学」
第1回編集委員会（＝世話人会）

A改訂 （編集委員会後小修整）
B改訂（体制図の一部名称を修正：2013.12.20）

日時： ２０１３年１２月６日（金） １８：００－１９：００

司会（編集委員長）： 松原英雄 （ISAS, JAXA）
TV会議技術サポート（編集委員会事務局）： 和田武彦 （ISAS,JAXA)

議事メモ係： 和田
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アジェンダ

1. はじめに：これまでの経緯
2. 目次案・検討の進め方（案）
3. 検討の推進体制（案）・各自の役割（案）
4. スケジュール

– 長期的スケジュール
– 短期的スケジュール

• 参考情報
– 宇宙科学ロードマップ
– SPICAの状況

注： 今日集まっていただいた皆さん
は、「編集委員会」（＝世話人会）のメ
ンバーで、この下に、サイエンス検討
班が形成されます。これと独立に地
上計画班・上空計画班を組織し、「将
来計画検討会」全体を組織すること
になります。 2



１．はじめに：これまでの経緯
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将来計画検討報告書の改訂について
（これまでの経緯）

• 2013/8/6-7光赤天連シンポジウムにて改訂の必要性
について議論したところ、現状TMTやSPICAの実現に
向けた取り組みが本格化すると共に多くの中規模計
画も提案されている中、
– 多様化する天文学の中で日本の光赤外としての戦略を
整理し

– 特に他分野の研究者に対してわかりやすく伝える

必要性が増しており、平成26年度末頃までに改訂す
ることが提案・承認された。
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将来計画検討報告書の改訂について
（これまでの経緯）（２）

• 以下の流れで作業を進める：
1. 8月のシンポジウム世話人をプレ委員会とし、プレ委員会は広く推薦
を募り、５名程度の編集委員会を組織する

2. 各サイエンスカテゴリで分けた8つ程度のサブグループリーダーを
指名

3. 各リーダーは tennet などで検討メンバーを募りグループを組織
4. サブグループでサイエンス課題の検討を行い、決められた書式でま
とめる

5. 編集委員会が全体のまとめ案をつくる
6. 光赤天連シンポジウムで議論
7. 何度かの議論を経て全体を完成させたところで、全体の要約を作る
8. 各方面に配布(英文要約を作り、海外に配布することも検討する)

5

注： 前回の報告書作成体制の用語と整合をとるため、以後
サブグループ （検討）班
サブグループリーダー班長
検討メンバー 班員 と呼びます。



将来計画検討報告書の改訂について
光赤天連シンポジウムの議論のメモ要約

• 編集体制に関して
– 広く推薦を募り５名程度の編集委員会を設ける(今回の世話人をプ

レ委員会とする)
– 分科会で集まるための予算措置が必要
– 全体のまとめ(和英)を作って各方面(astro-phも含む)に配布
– 「大規模と中規模のつながり」的なものを全体のコンセプトとする
– まとめの段階で光赤天連シンポをを含む数回の議論が必要
– 各分科会のコアメンバーを決めて tennet でメンバーを募集する
– 前回より10歳程度若い人を中心に

• 章立てに関して
– TMT, SPICA, すばるを別扱いに

– 大規模と中規模との関係、天文台と大学との関係についての節も
あるべき

– TMT, SPICA の後の事もキックオフ的に入れられないか
– 地上とスペースで分けなくても良いのではないか(賛否あり)
– 各 chapter の雛形を作ることでコンセプトを統一

赤字は松原が目に
ついたところです
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将来計画検討報告書の改訂について
光赤天連シンポジウムの議論のメモ要約（２）

• 内容に関して
– 実行体制をきちんと示すべき(賛否あり)
– 光赤外の中だけで閉じずに宇宙物理学全体の中での役割が書け

ると良い
– 今後10年の活動を縛ることがないように注意
– 宇宙研のロードマップに対しもう少し高所から意見する
– 国際協力で日本が何を目指して何を獲得するかが書けると良い
– どのサイエンス目標に絞ると効果的かを考えることも重要
– １枚の絵にまとめられないか
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前回「2010年代の光赤外天文学」検討報告
書の提言：どこまで実現されたか？

• コミュニティの代表者や外部識者を含むピアレビューに
より厳しく評価・審査して、より洗練された実現可能な計
画に

• 法人組織をつなぐ体制の枠組みを整備すること
• 大学の基盤整備
• 国際協力を実質的に推進できる体制と枠組み

• 次世代30 ｍ級望遠鏡(仮
称JELT) 計画の具体化

• SPICA 計画を最重点計
画として、具体化

改訂版では、これら提言の達成度についても言及しなければならない 8



２．目次案・検討の進め方（案）

9



将来計画検討報告書 目次案
第1章 序章

1.1 光赤外天文学将来計画検討会の活動
1.2 検討の総括
1.3 検討会活動日誌

第2章 光赤外天文学の過去・現在と未来

2.1 天文天体物理の歴史・意義
2.2 日本の光赤外天文学の来し方地上編
2.3 日本の光赤外天文学の来し方上空編

第3章 次世代光赤外天文学のサイエンス

3.1 科学検討班の活動目標・経過
3.2 検討結果の要旨と必要観測仕様のまとめ
3.3 宇宙論、構造形成
3.4 クエーサー、活動的銀河中心核
3.5 銀河、銀河団
3.6 銀河系、局所銀河
3.7 恒星物理、超新星、晩期型星
3.8星形成、惑星系、太陽系

第4章 地上プロジェクト

4.1 地上プロジェクト班の活動経緯

4.2 検討結果の要旨

4.3 TMT (SEIT など装置提案もここに含む)
4.4 TAO
4.5 京大3.8m
4.6 すばる次世代AO
4.7 PFS
4.8 南極中口径
4.9 広大SGMAP/東アジア天文台

第5章 上空プロジェクト

5.1 上空プロジェクト班の活動経緯

5.2 検討結果の要旨

5.3 SPICA
5.4 JASMINE(小型/NANO JASMINE を含む)
5.5 JTPF
5.6 WISH
5.7 Euclid/WFIRST

第6章 全体計画の推進について

付録

岩室前委員長の案を数点だけ修正
しました（赤字）
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検討の進め方（案）
• 三つの柱

– 前回は、サイエンス検討班・地上計画検討班・スペース計
画検討班の３つに分かれて活動した。この構成は踏襲し
てよいか？よし、とするなら以下が活動の主眼と考える：

– サイエンス検討班：
• 各サイエンス検討班に分かれて活動する。

• 2020年代に我が国の光赤外コミュニティーが目指すべき主題を
同定する。次にそれに必要な観測手段やその性能要求について
まとめる。

– 地上計画検討班：
• TMT、TAO等の計画だけでなく、大規模と中規模計画のつながり、
天文台と大学との関係を意識してまとめる。

– スペース計画検討班：
• SPICA等の計画だけでなく大規模と中規模のつながり、宇宙研と
大学の関係を意識してまとめる

• 「宇宙科学ロードマップ」との関係： ミッション実現の優先順位？
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３．検討の推進体制・各自の役割
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検討の推進体制（編集委員会の位置づけ）

• 地上計画班・スペース計画班は今後具体化
• 各サイエンスカテゴリ毎に、サイエンス検討班を組織（必要に応じて複数に分けてよい）

光赤天連

運営委員長（川端）

編集委員長

（松原）

サイエンス班 班長

（吉田）

宇宙論・構造形成

（戸谷）

宇宙論・構造形成
検討班長

メンバー１

メンバー2

クウェーサー・AGN
（長尾）

クウェーサー・AGN
検討班長

メンバー１

メンバー2

銀河・銀河団

（柏川）

銀河・銀河団検討
班長

メンバー１

メンバー2

銀河系・局所銀河
（金田）

近傍銀河（仮称）検
討班長

メンバー１

メンバー2

局所銀河検討班長

メンバー１

メンバー2

恒星物理・超新星・
晩期型星

（橋本）

恒星物理・超新星・
晩期型星検討班長

メンバー１

メンバー2

星形成・惑星系・太
陽系 （深川）

星惑星系（仮称）検
討班長

メンバー１

メンバー2

太陽系（仮称）検討
班長

メンバー１

メンバー2

地上計画班班長

（土居）

スペース計画班班
長（松原（兼）

事務局長

（和田）

編集委員会
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編集委員会のタスク

• 編集委員会は全体のとりまとめ役（世話人会）。
• 当面の活動

– サイエンス検討班の組織（編集委員は、検討班の世話人）
– 検討班の活動の方向性を打ち出し、班員に周知する。
– 天文台や宇宙研の研究集会の募集に応募（班長が担当してもよい）
– スペース計画検討班、地上計画検討班を具体化する。
– 各検討班長も交えた「全体世話人会」を１月後半にTV会議で開催。

• 活動の中盤（2013年度末～2014年夏）
– 各サイエンスカテゴリ毎に、ワーキング会合や、ミニワークショップが開催される。

それを見つつ、検討報告書の章立てをサイエンス検討班長と決定し、各章の文
章の執筆分担について、各検討班に依頼する。

– 光赤外将来計画シンポジウムの開催（＝2014年度のGopiraシンポ？）

• 活動の後半
– 各サイエンス検討班からの原稿を集め、第3章（サイエンス検討）の要旨と、必

要な仕様のまとめを執筆。

– 上記との整合性を図りつつ、地上・スペース計画の章を、それぞれの検討班で
執筆する。

– 内容が大体まとまったところで、第2回将来計画シンポか、ワークショップを開催。
– 第2章 「光赤外天文学の過去・現在と未来」のアップデート（執筆依頼）
– 報告書の編集作業。
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サイエンス検討班の組織について（案）

• サイエンス検討班のタスク
– 各サイエンスカテゴリ毎に、2020年代に我が国の光赤外コ

ミュニティーが目指すべき主題は何か、を見出し、次にそれ
に必要な観測手段やその性能要求についてまとめること。

– 当該検討班が担当する検討報告書の章／節の第一次原
稿の執筆を班員で分担して行う。班長が班員への割り振り
を（担当編集委員と相談しつつ）行う。

• 各サイエンス検討班長の選出
– 各カテゴリ毎の担当編集委員で、具体的に候補を提案して
いただけないでしょうか？編集委員自身が兼ねるのもOK
です。

• ２０２０年代に第一線で活躍しているだろう比較的若手の方、かつ
ある程度リーダー的な資質があると考えられる方

• 既に銀河系／局所銀河のサイエンスカテゴリの中で、青木和光氏
（銀河が星に分解できる局所宇宙）の検討班長にOKもらってます。
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４．スケジュール
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長期スケジュール

• 2014年1月 第1回全体会議
– 含むサイエンス検討班長（可能な限り）

• 2014年8月 光赤外将来計画シンポジウム
– Gopiraシンポジウムを兼ねる

• 2015年8月 第2回光赤外将来計画シンポジウムまたは
ワークショップ

• 2016年3月 報告書発行？

• 前回のスケジュールを見ると
– 2003/1/22 : 第1 回光赤外天文学将来計画検討会全体会議
– 2003/8/21-22 : 光赤外将来計画シンポジウム(=第4 回全体会

議）
– 2004/8/25 : 光学赤外線天文連絡会ワークショップ
– 2004/12/25-27 : 次世代天文学ワークショップ
– 2005/3/20  報告書発行
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短期的スケジュール

• 12月6日： 第1回編集委員会（世話人会）
• 12月末まで：

– 各分野ごとに各サイエンス検討班長を選出（各分野の担当編集委
員から打診の上決定）（戸谷、長尾、柏川、金田、橋本、深川）。

– スペース計画検討班、地上計画検討班の班員とそのタスクを具体
化 （主に松原、和田、吉田、土居、柏川）

• 2014年1月末まで：
– サイエンス検討班長は、編集委員と相談しつつ、班員を選ぶ。
– 同時に各分野毎のWGミーティング／ワークショップの開催を企画。
– 1月後半：サイエンス検討班長も交えた「第1回全体会議」
– 検討班長若しくは担当編集委員が、 国立天文台研究集会等に応

募（例年1月末が締切）

• サイエンス検討班の班員の募集の方法（案）
– Tennet、 Gopiraメールリストに班員の募集のメールを出す（編集委

員長と光赤天連委員長で文案を作成）。
– 検討班長＆編集委員が、必要な人材を一本釣りする。
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以下補足資料

（１）宇宙科学・探査ロードマップ （内閣府宇宙政策委員会 第7回宇宙
科学・探査部会 資料１） 平成25年9月19日 (抜粋）

http://www8.cao.go.jp/space/comittee/kagaku-dai7/siryou1.pdf
（２）SPICAの状況について （第41回宇宙理学委員会 資料6－9）平成

25年9月9日
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第41回宇宙理学委員会
資料６−９

SPICAの状況について

2013年9月9日
宇宙科学研究所長，科学推進部
宇宙科学プログラムオフィス

1

宇宙科学研究所は，SPICAについて，プロジェクトに向けた準備を進めて
きていたが，全体予算が厳しい状況下においてSPICAのプロジェクト化は
難しい状況であり，平成26年度も引き続き研究開発フェイズとしてを継続
することとされた．
この状況を受けて，SPICA のプロジェクトを実現する事を目的に欧州との
枠組みの見直しを含む調整を進めてきた．



第41回宇宙理学委員会
資料６−９

SPICA 国際協力調整状況(1/2)
• 今年度当初からSPICAの検討の進め方について欧州関係者（ESA
及びSRON）との調整を進めて来た．

• SPICAタスクフォースを設置した．
• ISAS側メンバー

• 稲谷(Head), 石井，上野(Secretary)，紀伊，吉原，中川，松原

2

5月10日　ESA/ESAC (Spain)
出席者：ESA: Giménez (科学局長)，Favata (国際)
　　　　ISAS: 常田(所長)，稲谷(副所長)，藤本(国際調整主幹)，三井(推進部主任)
5月17日　ESA/ESTEC (The Netherlands)
出席者：SRON: R.Waters(Scientific Director), R. Gathier(Managing Director)
　　　　ESA: F. Favata (Head of Sci. Planning & Community Coordination Office) 
　　　　ISAS: 常田(所長)，上野(PO室長)，岩井(国際ライン)
6月17日　JAXA東京事務所
出席者：ESA: F. Favata (Head of Sci. Planning & Community Coordination Office) 
　　　　ISAS: 常田(所長)，稲谷(副所長)，石井(推進部長)，藤本(国際調整)，上野(PO室長)
7月11日　ESA/ESTEC (The Netherlands)
出席者：ESA: F. Fabata, Frederic Safa, Martin Linder, Astrid Heske
　　　　SAFARI Team:  Peter R, Roelfsema, Kees Wafelbakker, Jesus Martin-Pintado
　　　　ISAS: 石井，上野，紀伊，中川，吉原



第41回宇宙理学委員会
資料６−９

SPICA 国際協力調整状況(2/2)

•調整の主な結果
• ＪＡＸＡより欧州側へ，日本の予算要求及び宇宙基本計画の見直し
（一定枠の議論等）の状況を説明・共有
• ＪＡＸＡより欧州側へ，「2013年11月時点での日本側のフルコ
ミットは困難」と伝えたところ，「プランＡ」（＝JAXA主導の現
行プラン）だけでなく，ESA側がより大きな分担を行う計画「プラ
ンＢ」を検討することについて，欧州側より前向きな意見を得た．
• ただし，急激な方針変更はコミュニティーの混乱を引き起こす可能
性があることから，「プランＢ」は当面関係者限りで検討を進める
ことで同意
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第41回宇宙理学委員会
資料６−９

プランＢの概要

• 日本が全体取りまとめにおいてリードし，冷凍機提供，打上
げ，ミッション運用を担当

• 欧州は，ペイロード部全体のとりまとめ，科学的な運用を部
分的に分担

• ミッション機器部分については，欧州分(SAFARI)以外は日本
が取りまとめる

• 欧州側は CosmicVision Mクラス(M4)に応募する方向で調整
• Mの直近の公募(M4)は来年中頃の予定．M4の打上げター
ゲットは2025年を想定
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第41回宇宙理学委員会
資料６−９

Original plan (Plan-A)
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Plan-B
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プランＢについての要検討事項
• 変更となった分担に基づくインターフェース部の調整
（冷凍機まわり等の分担の考え方を含む）．
• 欧州と日本で分担する試験検証計画の検討（開発計画
全体の整理）．
• コストの見直し（要評価）．
• 日本担当部分に必要なコストは低減される傾向である
が，欧州とのインタフェース調整作業の拡大が想定さ
れる．プロジェクト実行時を視野に入れた開発体制の
強化が必要．
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今後の進め方

•欧州コミュニティの動向を踏まえつつ，プラ
ンBに移行することへの情報共有
•日本側は，SPICAプリプロジェクトにおいて
計画変更の具体化検討と評価を進める．
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