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アンケート報告と議論
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内容
1. 論点整理
2. 業績調査の報告
3. 意向調査の報告
4. 議論



報告・議論に先立って

n日本が勝ち取るサイエンスは？
• 天文台執行部から明確にせよと
課題が出ている

• どのキーサイエンスか？
• どの部分か？

n観測データに慣れたか？
• 位相較正等のデータ解析やデー
タチャレンジへの参加

• 先行機など国際チームへの参加
n科学検討部会の見直し？

• 国際SWGと名称が一致していな
い。いい加減合わせるべき

• 検討部会と諮問委員会の機能が
一体となっているがよいか？

• 目標は何？KSPの提案母体？

nユーザ・サポータを増やす？
• VLBIコミュニティ
• ミリ波コミュニティ
• 光赤外・X線γ線コミュニティ

n第2世代の育成は？
• 10年が経過し一時代を経た
• 次世代リーダーは育っている？
• 持続可能な組織づくりとは？

n次の10年に備えることは？
• 資金獲得。大型科研費。
• アンテナ購入は目指す目標か？
• SKA2への技術戦略。従来は広
帯域がキーワードだったが
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世話人の間で以下の観点が整理された



SKA業績アンケートの依頼
n期間：2019年5月7日から6月30日
n対象：日本SKA協会メンバー(登録者数210名)

n方法：エクセルフォーム回答方式
• 告知とリマインドを実施
• 提出者のメールアドレスから実在の関係者の送付と確認

n結果：有効回答数26件(個人提出・機関提出の合計)
• 重複する業績は集約 (事務・勝川さんに感謝)

• 資金は代表者の総額に集約
ü代表者の総額と分担者の分担額が両方報告されている場合
ü研究代表者の研究領域に資金が集中する集計方法となっている

• 可能な範囲で分類
ü分類がわからない回答のうち題名から分類が自明なもの
ü例：時間変動天体はTransients, VLBI観測はVLBI, 装置立ち上げや試験はAIV

• 会計年度ごとに2008年度から2018年度まで11年分を集計
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[ska-jp:00682][ska-jp:00689] 
[ska-jp:00692][ska-jp:00697]
[ska-jp:00700] 



査読付き論文数の推移
すべての関連度を対象とした場合
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Our Galaxy
Continuum
VLBI

Magnetism

CoL

EoR

Cosmology年平均26.2編

11年間で288編
Nature/Science

は4編
増加傾向にある



査読付き論文数の推移
すべての関連度を対象とした場合
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AGN・天の川・星惑星形成 宇宙再電離・宇宙論・宇宙磁場
AGN・天の川・星惑星形成・VLBI



査読付き論文数の推移
関連度別推移
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先行機の
データ使用

SKAに言及
ほぼEoR+宇宙論+
宇宙磁場の理論

25GHz以下
の電波観測

それ以外で
関連する

「SKAに言及」が増加
「25GHz以下観測」は減少傾向
「先行機のデータ使用」は伸び悩み



査読付き論文の傾向
上：全期間、下：直近5年間(2014-2018FY)
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「海外機関」少ない
(NAOJでは80%以上)

本数ベースでは「2020年
30%」目標を超えている
が、各論文で3割は越え
ていないはず

言いかえると
3割には学生0



研究資金統計(科研費は1.3倍)
すべての関連度を対象とした場合
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頭脳循環

基盤A

若手A 若手A
基盤B

基盤A国天開発

基盤B

年平均
2356万円

11年間で
2億5920万円
増加傾向にある



修士博士統計
すべての関連度を対象とした場合
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10.3名/年
修士8.7名/年
博士1.5名/年

11年間で
修士96名
博士17名

増加後、急激な
減少傾向にある

Our Galaxy
VLBI
Magnetism
EoR
Cosmology



SKA意向アンケートの依頼
n期間：2019年5月7日から6月30日
n対象：日本SKA協会メンバー(登録者数210名)

n方法：Googleフォーム回答方式
• https://docs.google.com/forms/d/1a4JQ7L4laCw6lkbSjz2Al1M

Bs5Pwgve9E_xeKd3q0kY/viewform
• 告知とリマインドを実施
• 回答にメールアドレスを要求し重複回答を防いだ
• 期間中は回答結果を非公開とした

ü回答に影響を与えないようにするため
n結果：有効回答数68件（総回答数71件）

• 重複する回答は後からの提出を採用
ü3件がメールアドレスが同一でこれに該当

• 66件は個人を特定し重複がないことを確認
ü2件は未特定だが大学院生であり重複していないと判断
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[ska-jp:00683]
[ska-jp:00690] 
[ska-jp:00693]
[ska-jp:00698]
[ska-jp:00701] 

https://docs.google.com/forms/d/1a4JQ7L4laCw6lkbSjz2Al1MBs5Pwgve9E_xeKd3q0kY/viewform


身分と年代層
回答者の情報
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幅広い身分と年代に分布している
シニア教授層がやや少ないか？



専門性
回答者の情報
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科学者が大半
観測・解析経験は半々



コミュニティ
回答者の情報
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VLBI懇談会に
登録(回答68)

理論懇と
宇電懇が半々

VLBIは3割



科学の関心
科学の意向
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点
1 宇宙磁場 77

2 宇宙論 76

3 宇宙再電離 65

4 系外連続波 55

5 パルサー 49

6 VLBI 47

7 天の川 39

8 HI銀河 33

9 突発天体 30

10 系外輝線 23

11 宇宙線 21

12 生命揺篭 19

13 太陽圏 -34

ある まあ
ある

あまり
ない

ない

配点 2 1 -1 -2

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12



注力すべき科学・優先度
科学の意向
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日本の科学目標に
優先順位をつける
べきか(回答68)

三大
宇宙研究
＋VLBI
+時間領域



データアクセス権
科学の意向

n70%はSKA参加国内でのサーベイ
観測(Key Science Project)

n25%はSKA参加国内でのPI 観測
n5%はパブリックPI観測
n全ての観測データは一定期間経過
後に公開
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観測時間の
配分理念を
知っているか

(回答68)

半数に
とどまる

観測に積極的なユーザーは30-40名。少ないのでは？



データの取得と解析
科学の意向

nSKA1の観測生
データは
200TB/hr?

n提案者の特別な
希望がない限り
提供されない
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ユーザー負担にも
一定の理解

nSDPはデータ較正、整
約、結像、天体検出、
カタログ化など

nSRCはユーザーの発展
的な解析やデータベー
スマネージャなど

nデータはSRCに保存
nユーザーはSRCにアク
セスしてデータを取得

nデータ量の大きい輝線
観測で10TB/hr程度か

希望する声
多少ある

SDPとSRCの違い
理解まだ進んでいない



技術の関心
技術の意向

2019/9/4 SKA-Japanシンポジウム2019 18

SDP 35

SRC -5

PAF -10

WBSPF -11

LFAA -11

SaDT -19

MFAA -23

DSH -29

CSP -32

AIV -36

INFRA AU -45

TM -46

INFRA SA -49

ある まあ
ある

あまり
ない

ない

配点 2 1 -1 -2



技術の関心
技術者選択者9件の回答
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PAF 12

WBSPF 9

LFAA 8

DSH 5

MFAA 3

SaDT 3

AIV 3

SRC 0

SDP -2

TM -2

INFRA SA -2

INFRA AU -2

CSP -5

ある まあ
ある

あまり
ない

ない

配点 2 1 -1 -2



SKA1建設への貢献案
技術の意向

n日本はSKA1のBand5c受信機、VLBI
レコーダー、SDP/SRC ソフトウェ
ア、組立統合検証などに貢献できな
いか検討を進めています。
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技術貢献
業務への

マンパワーは
5-10名か

4割が技術貢献案を知らない



他国との協働
技術の意向・技術者選択者9件の回答
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日本がリードしつつも
他国との協働に理解ある



貢献度・資金獲得
企画の意向

n建設費の1-3%+SRCで合
計18-40億円の貢献

n文科省＋総務省・経産省・
外務省の予算も狙う
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貢献度合いは
適切かやや少ない

資金獲得計画は
おおむね適切



参加戦略
企画の意向

nクロアポして
その国の優先時
間やデータにア
クセス

n大学・研究機関
も建設に参加
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nエンジニアリング
に貢献しつつSKA
に参加するビジネ
スモデルをどう思
いますか？

半数強に
関心あり ８割が好意的 大半が良いと

捉えている



2国間での重要な協力国
企画の意向
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左記以外
タイ(1票)

サイト３ヶ国
＋中国を重視



個別のご意見
n 日本のグループが現実的にどこまでサイエンスで勝てるのか？
n 非常に膨大なデータを処理し科学分析することが必要だが、これらの経験がないまま
計画が進んでいくことに危惧を感じる。早急に対応案を練り上げなければデータ処理
ができず、サイエンスの開拓に届かない。

n ブレイクスルーになりうるものを期待
n 科学成果というあいまいな表現ではなく、基礎物理学における成果をあげることを目
指すべき

n SKAはプロジェクトの規模的には個人・個別の研究グループの集合では難しいと思う。
国立天文台の支援が必要不可欠だと思う。一方で、計算リソース・ソフトウェアの費
用負担に関しては議論の余地があり１００％天文台が負担すべきかどうかはあまり自
明ではない。

n 建設時に必要な技術だけでなく、その後の具体的アップデートプランまで提示する。
また、いかにローコストで開発や運用ができるか提示できれば大きな存在感を示せる。

n SKAでは、アンテナからのデータ伝送と集約したデータの処理がキー技術となる。日
本の計算機会社を巻き込むと良いと思われる。

n 他国と協調しなければSKAそのものへの介入が厳しいように感じる
n 日本が所有する電波望遠鏡の立ち上げ・運用の技術・経験の転用を実現する道筋が描
けると良い。そもそもそういう技術や経験値が減ってきてはいないだろうか？

n SKA2で中核を担えるようにしたい
n 事前実証研究が重要である
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議論

n日本が勝ち取るサイエンスは？
• 天文台執行部から明確にせよと
課題が出ている

• どのキーサイエンスか？
• どの部分か？

n観測データに慣れたか？
• 位相較正等のデータ解析やデー
タチャレンジへの参加

• 先行機など国際チームへの参加
n科学検討部会の見直し？

• 国際SWGと名称が一致していな
い。いい加減合わせるべき

• 検討部会と諮問委員会の機能が
一体となっているがよいか？

• 目標は何？KSPの提案母体？

nユーザ・サポータを増やす？
• VLBIコミュニティ
• ミリ波コミュニティ
• 光赤外・X線γ線コミュニティ

n第2世代の育成は？
• 10年が経過し一時代を経た
• 次世代リーダーは育っている？
• 持続可能な組織づくりとは？

n次の10年に備えることは？
• 資金獲得。大型科研費。
• アンテナ購入は目指す目標か？
• SKA2への技術戦略。従来は広
帯域がキーワードだったが
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観点


