
!"#$問題とグローバル!"#% 
今井　裕　（鹿児島大学大学院理工学研究科） 

&'! 国立天文台は!"#$運用経費
の一部()*+,(-..(/(0年）(

(を負担すべき？(

-'! 我々にとって!"#$は必要？(

1'! !"#$との関連で見る日本の
!"#%コミュニティーの将来は

(世界との協調路線？　(

(それとも独自路線？(

(

決断できるコミュニティー(　　
なのか、注目されています。(

関連サイト 
•! 今井　裕　ホームページ（本日のプレゼン資料）!

2334500678/9:;9'<=7'/;>?<276;@A';='B40C76;70!"#$D!EFGD-.&&'4HI(

"#$%問題検討ワーキンググループ＠"#$&懇談会!

2334500J8K;'K8?><4?3'=?6(

•! 国立天文台電波部LM(

2334500N;H7?'63/'O;?';='B40J8K;-.&&'236(



統計：最近の!"#$利用状況 
•!(ユーザー)M%P数累計(-Q名（採択者分のみ）(
•!(観測時間要求：　約&R.時間)-.&&年分）(
•!(日本人査読論文出版数： ( ( (

(（括弧内はそのうち外国人筆頭著者分）(
–!-..S5(S()TP(
–!-..Q5(1()-P(
–!-..U5(T()1P(
–!-..V5(1()&P(
–!-.&.5(T().P(
–!-.&&5(V()-P(

!+FM@-中止決定後の(
新たな挑戦に懸命に(
努力しているのでは？(

!"#$問題に関する国内外の動き（１／２） 

•! -..S5(G+W(+XO7?N(YXJ7X:(

•! -..Q5国立天文台!"#%推進小委員会への支援要請 ( (

( ( ( ( ( ()K9(!+FM@-グループ）(

•! -..U5(!"#$問題検討ワーキンググループの結成(

•! -..U0.S5(天文月報記事「!"#$問題」(

•! -..V0.R5(GY$F(*<XN<(E?66733XX(への参加（今井、-.&-まで）(

•! -..V0.V5(国立天文台Z+「!"#$と日本の!"#%天文学」(

（予算要求最終年とされたタイミング）(

•! -..V0&-5(運用経費分担のための大型科研費申請→不採択(

•! -..V0&-5(!"#%懇談会シンポジウムで活動経過報告(

（!+FM@-(関連対応等のために中断）(



!"#$問題に関する国内外の動き（２／２） 

•! -.&&0.-5((GY$F(Z?N/<2?4、運用経費共同分担の具体的提案(

複数海外研究機関の支援打診、装置・ソフト導入協力(

•! -.&&0.S5(GY$F(W7JX([X;N("?O>(Y;O>X(M8;O(発表(

–! より魅力的な観測装置にするためのアップグレード（外部資金活用）(

•! -.&&0.U5((!"#$を使った具体的な研究案の提示（今井・萩原）(

　　提案の取り扱いは現在不明(

(

•! 現在5(国立天文台電波専門委員会／!"#%推進小委員会への (

(台長諮問事項になっている(

「!"#%コミュニティーは、こんな重要な懸案も議論して決断できないの？」 

!"#$の必要性まとめ 
•! 特定の国内!"#%プロジェクトだけを推進する (

(だけではコミュニティーはまとまらない(
–! $"\$(同様に勝者が少な過ぎる]'(

–!無関心を通り越して、潰し合いがはじまる]'(

•! !"#%観測は多局（できれば同時）観測が本質(
–!「日本列島みんなで電波望遠鏡の夢」森本雅樹、

(&VV-年度!"#%観測計画シンポジウム集録(
–!研究活動自体がもう日本に閉じていない(

•! 若手研究者の将来は若手研究者自身が( ( (

(切り開くしかない(
–! !^Y$(や(_!Gでできない研究があるならば、 ( (　
将来の糧、世界で活躍するために!"#$で進めて欲しい 



将来計画との結びつき 

注意！!

&.年スケールの将来計画の議論と直近の課題である!"#$問題を(

混同して議論してはいけない 

一見相反する方向性 
•! 国際協調路線 J'<'独自路線(

!+FM@-(と((!^Y$(0(_!G(
•! 協調 J'<'(競合(

^!G(`(!^Y$(共同観測 と !"#$0#X++X"(
(

!!折り合いをつけながら進める(
!!世界最先端を目指すことが重要(

!!現代天文学：多角的手法・視点が必要(

!"#$も利用しよう！ 



以下(

補足資料スライド 



!"#$がもたらした!"#%天文学a日本の躍進 
•! _@GX3(ではプロポーザルが採択されなかった()C&VVVP(

–! 非常に限られたマシンタイム(

–! 研究分野に対する偏見)bP(

–! 提案ゼロの年もある)&VVUP(

•! !^Y$ができる前の基盤研究(

–! +A4XN(6;<<7JX(K8;=/(2?8Xc(GdE(T-RU( ( ( ( (

()\79?<27(X3(;8'(&VVRP(

–! \7=N?@BX3(0(@K?:(<2?=/()WANA9;(X3(;8'(-...P(

–! Z;3XN(I?AO3;7O(ZT1$()%6;7(X3(;8'(-..-P(

–! LX87=;8(6;>OX37=(eX8H()$<;H;(X3(;8'(-..-P(

–! #7O;N9(K8;=/(2?8X<()+AH?A(X3(;8'(-..1P(

–! L-F(6;<XN(;OOA;8(4;N;88;f(?I(*g(E9>( ( ( ( (

()hAN;9;6;(X3(;8'(-..RP(

•! これらの研究のその後の命運は？ ( ( ( ((

•! !+FM観測地上局の大部分は!"#$ 

!"#$がもたらす!"#%天文学の新たな可能性 
•! !^Y$(0(_!Gのその後(

–! !"#%アストロメトリの開花)!^Y$P(

–! $dG天体の高頻度観測)d^G_%P(

–! 他分野研究の海外装置依存(

これらを軽視／排除して良いのだろうか？(

•! !^Y$ができた後の基盤研究(

–! $OOA;8(4;N;88;f(H7<3;O=X<(3?(I;N(<?AN=X<( ( ( ( ()%6;7(

X3(;8'(-..Qi(+;3?(X3(;8'(-.&.P(

–! "?:(8A67O?<739($dG(),?7(X3(;8'(-..Sc(-.&&P(

–! E?NX(<27I3(6X;<ANX6XO3(7O(\UQ( ( ( ( ( (

()L;H;(X3(;8'(-.&&P(

–! ,?AK8X(2X87f(7O(:;3XN(I?AO3;7O ( ( ( ( ((

)[AO>c(%6;7(X3(;8'(-.&&P(

!^Y$0_!Gと!"#$のデータを融合した系統的研究の流れ(
•! !^Y$(J'<'(!"#$()#X++X"c(d?A8Hj<(#X83c(M+YM%c(M8X7;HX<c(]P((
!"#$0!^Y$閉鎖時に世界と一線を画したまま新時代へ？ 



!"#$観測時間の配分と必要運用経費(

•! !"#$%&'%()*+,,-$%./0123456'%.!
–! 789:;-<9=>;?@A-&(6,BCD-!

•! EFGHIJKLM/NOP3QRST.-!
•! UVW-X-UYZ[\]\/^_`abcde/fg/h/&iC!

–! Y8jkl-mnopmnq-l;@;9rks8@k=s-tu-mVU[-&(o,BC!
•! mVv-ow-X-()6,-$%-&wx*-<n-/N.!

–! yVztA?9kt;9{-ksA@k@z@k=sA-&(o,BC!
•! w<|}Y*-ZV|ZZ*-qV|Y[XqZVV*-V~Z[*-&UZ[�C*-;@?�-!
•! mVv-o,,�-X-o,,-�=z9A-&���H���$��.!

–! #��7�|���"#��&(6BC!
•! ����D-mVv-�w-&UWV��.�-mVv-6w3���.&�C!
•! `�/AztA?9kt;9-ksA@k@z@;Ab���f��-&(mVv-owC!
–!HI ¡/¢£¤¥¦§$%&¨,,-$%-X-mVv-¨,,�C! !

! ! !©-ª«¬®¯°±&¨6B(o*¨,,-$%C!

•! UZ[�b����²³f��D-´/\`"#$%bµ¶!
–!ª«¬®¯°±-&o*,,,-$%C/·1�1!

F4XO(+/9(M?87=9(の終焉(
k(天文学研究のブロック化？ 

•! 各プロジェクトの所要時間(
–! T時間（１回マッピング）～ T.時間（&天体モニター観測）(

–! -U(4N?4<;8<(NX=X7JXHc(&S(4N?4?<;8<(;==X43XH(I?N(C&cUT.(2?AN<

( (()I?N(-.&&#P((

–! C1.(4N?4?<;8<(09X;N(I?N(C1cQ..(2?AN<()7O=8AH7O>(";N>X(MN?BX=3<P(
–! &c...時間ではCR.テーマ程度程度が競合する](倍率T倍以上

(（なかなか採択されない科研費以上の世界みたいなもの）(

(

•! ちゃっかり観測時間を確保する海外研究機関 (
( ( ( ( ( ()X'>'(+L$Fc($+%$$P(

•! 小口ならば観測時間購入する大学・研究機関も今後あり得る(

•! !^Y$0_!Gそっちのけで!"#$観測時間購入に走る
（!^Y$0_!Gにとっても!"#$にとっても利はないかも）？(



たかが４倍、されど４倍 
•! 角分解能(
–!!^Y$0_!G((⇒T倍⇒(!"#$(⇒T倍⇒((!+FM@-(

•! 感度(

–!!^Y$(⇒(T倍(⇒(^$!G(0(!"#$(⇒(T倍(⇒(L+$(

•! 像合成速度(

–!!^Y$(⇒(T倍(⇒(!"#$((

–!年周視差計測(R..天体(0(&.年(⇒(&...天体 0(R年(

((

見える世界が大きく異なる(
タイムスケールも大きく異なる(
差を過小評価してはいけない( ( ( ( (

( ( ()!+FM@-存在意義に関わる）(

グローバル!"#%構想 ),7;6?OH(-.&&(\;9P 
•! 目標(

–!世界中に約V.基ある電波望遠鏡をまとめて効率的に運用(

–!観測周波数バンド、目的に合わせて、利用可能な望遠鏡
群を組み合わせて観測(

–!連続スナップショット観測、-T時間監視観測等を実施(

–! +h$(=?NX(l((NX6?3X(<3;37?O<(の共同運用のモデルとなる(

•! 目標達成までの課題：　課題克服のための研究が成立(

–!観測提案の募集／審査／観測時間配分等のルール構築(

–!観測時間割当手法の確立(

–!データ記録方式、観測ログ、データ較正法の共通化(

–!各望遠鏡の運用／保守経費の確保(



こんな状況を想像して下さい（他分野） 
•! $"\$がない )?N($"\$へアクセスできない） (+\$(0(

$+m^(の研究(

•! 「すばる」がない光赤外線コミュニティー(

•! E2;OHN;やgg\@GX:3?Oのないg線コミュニティー(

•! !^Y$(や(_!Gはミドルクラスの!"#%アレイ(

グローバルレベル!"#%である!"#$がない ( ( (

( ( (!"#%コミュニティーの命運は？(

グローバル!"#%の旗振り役はb(

 
•! 本格的な国際!"#%観測網(
–! ^!G（中国、南アフリカ、プエルトリコ含む）(

–! !"#$`^!Gc(L7>2(+XO<737J739($NN;9(

–!測地!"#%観測網()%!+P(

•! 中規模国際!"#%観測網(
–! "#$()オーストラリア、ニュージランド、南アフリカ）(

–! d\!$(

–! !^Y$`h!G(
•! 散発的／一時的な試験的観測アレイ？(
–!宇宙ミッション：　!+FM、Y%n^(

–!試験的国際!"#%実験(

–! ^$!G 共同運用のノウハウの(
蓄積がまだまだ必要 


