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第１回独立行政法人評価委員会宇宙航空研究開発機構部会議事録 

平成２４年７月１８日 

 

○大江補佐  ただいまより第１回経済産業省独立行政法人評価委員会宇宙航空研究開発

機構部会を開催いたします。本日はお忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 当部会は、独立行政法人評価委員会産業技術分科会の議決により、７月12日付で設置さ

れております。 

 事務局を務めさせていただいております宇宙産業室の室長補佐の大江と申します。後ほ

ど当部会の部会長が選出されるまでの間、本日の議事進行を務めさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 まず、本日の議題についてご紹介させていただきます。 

 議題１として、委員及び出席者の紹介をさせていただきます。議題２といたしまして、

当部会の部会長を互選により選任させていただきます。議題３といたしまして、当部会の

開催趣旨、運営について、経済産業省からご説明させていただきます。議題４につきまし

ては、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の概要について、ＪＡＸＡからご説明いただき

ます。議題５といたしまして、ＪＡＸＡの現行の中期目標・中期計画について、同様にＪ

ＡＸＡよりご説明させていただきます。最後に議題６として、その他、本委員会の今後の

スケジュール、役割等について経済産業省からご連絡させていただきます。 

 なお、本日の議論の取り扱いにつきましては、規程により、会議は非公開、配付資料及

び議事録は公開とさせていただきますので、あらかじめご了承いただければと思います。 

 続きまして、本日の資料について確認させていただきます。一番上に座席表、その次が

議事次第、そして配付資料一覧がございます。議題ごとに資料１から４、参考資料１から

５、合わせて10の資料がございます。 

 資料１は、当部会の委員名簿でございます。資料２―１には、ＪＡＸＡ部会の設置につ

いてというＡ４横紙でございます。資料２―２は、独立行政法人評価の概要でございます。

資料３は、ＪＡＸＡの概要でございます。資料４は、ＪＡＸＡの中期目標・中期計画の概

要でございます。続きまして、参考資料でございます。参考資料１は、経済産業省の独立

行政法人評価委員会の体制図でございます。こちらの親委員会の位置づけのものでござい

ます。参考資料２は、経済産業省独立行政法人評価委員会令でございます。参考資料３は、
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運営規程でございます。これらは経済産業省の各独立行政法人評価委員会共通のものでご

ざいます。参考資料４は、現行のＪＡＸＡの中期目標でございます。資料５は、中期計画

でございます。 

 乱丁、落丁などございましたら、事務局までお知らせいただければと思います。 

 それでは、議事に入ります。 

 議事に先立ちまして、経済産業省・宮本大臣官房審議官より一言ごあいさつさせていた

だきます。 

○宮本審議官  ただいまご紹介にあずかりました大臣官房審議官製造産業局担当の宮本

でございます。 

 本日は皆様お忙しい中、お集まりいただきまして大変ありがとうございます。まさにこ

れから皆さんにご議論いただく宇宙の政策の分野でございますが、本当にここ数年、いわ

ば遅れていた部分を取り戻すかのように、日本の宇宙政策は大きく変化してきたと思って

います。まず平成20年に宇宙基本法ができて、科学技術の振興の観点から、まさに産業振

興の役割について重きを置くというような形になりまして、このたびそれをいわば整える

形で内閣府に司令塔ができ、そしてこの度ＪＡＸＡ法の改正がなされ、皆さんにご尽力い

ただきます民間の事業活動促進に関する業務について僣越ながら経産省が主務大臣に加わ

ったということでございます。 

 こうした体制はまさについこの間、７月12日から動き出したところでございまして、そ

ういう意味で申し上げますと、まさにこの会議も時宜を得たといいますか、生まれたての

ところでございますので、前例にとらわれることなく、活発にご議論いただくと大変あり

がたいと思っています。 

 そもそも宇宙分野はご存じのように成長産業分野でありまして、いろいろな考え方があ

りますが、世界で年間13兆円規模、ここ５年間も毎年10％以上の成長をしているという分

野でございます。その分、国際競争が非常に激しくなってきているわけであります。残念

ながら、日本のこれまでの宇宙産業は官需といいますか国の予算中心に運営されてきたわ

けなのですが、今後、国の予算が続くわけではありませんので、そういう意味でいうと、

できるだけ民間、そして産業として自立成長していくと。そのためにも、できるだけ海外

の需要をとっていくことが必要になってくるかと思っています。 

 経産省としては、当然、産業振興という観点がございますので、国内産業の競争力強化

とか官民連携した海外市場の開拓促進や宇宙利用産業の拡大、こうしたことに取り組んで
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きたわけですが、今回、ＪＡＸＡ法の改正がなされましたので、宇宙分野で最も経験、人

材、知見をお持ちなのはやはりＪＡＸＡの皆様でございますので、ぜひその知見をこうし

た産業の宇宙開発利用促進にお役立ていただきたいなと切に思っているところでございま

す。経産省とＪＡＸＡ、あるいはＪＡＸＡと民間企業の間でこれまで以上に連携を強めて

いただいて、ぜひ厳しい国際競争の中で日本の宇宙産業が自立して、さらにいうと拡大し

て、どこかでメインをとっていけるというような形になっていくように、ここで皆さんに

いろいろなご議論をしていただければ幸いだと思っております。 

 ちなみに、私、前のポストの１つとして、こういう評価全体をとりまとめる政策評価審

議官というのをやっていたのですが、こういう各団体を皆さんのように評価していただく

場合には２つ条件がありまして、１つは団体との関係が中立的でなければいけない。一方

で、当然ながら、その団体の業務はよく知っていていただきたい。この２つは実は矛盾す

るところが多くて、いろいろな各委員会の評価メンバーを選定する際にそれぞれ苦労して

いるところが多いのですが、今回、皆様方にご参加いただいて、本当にこれは何のお世辞

でもなく、中立性を保ちながらもこれほど宇宙の分野にそれぞれご知見をおもちの方々に

集まっていただけたのは大変ありがたいと思っておりますので、冒頭にも申し上げました

が、ＪＡＸＡの今後について、あるいは過去の実績について忌憚なくご議論いただければ

と思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○大江補佐  ありがとうございました。それでは、議題１に移らせていただきます。 

 議題１は、当部会の委員及び出席者をご紹介させていただきます。資料１をご覧いただ

きながら、ご紹介させていただきます。 

 名簿、上からご紹介させていただきます。まず、株式会社日立コンサルティング代表取

締役社長・芦邉先生です。続きまして、一般財団法人日本情報経済社会推進協会電子情報

利活用推進部次長・坂下先生です。続きまして、学校法人日本女子大学教授・多屋先生で

す。続きまして、一般社団法人日本経済団体連合会産業技術本部長・続橋先生です。続き

まして、独立行政法人国際協力機構東南アジア・大洋州部審議役・和田先生です。 

 続きまして、その他、本日、まずＪＡＸＡからは、小澤理事にご来席いただいておりま

す。また、事務局といたしまして、岡野宇宙産業室長が出席しています。 

 以上でございます。 

 続きまして、議題２といたしまして、部会長の選任を行いたいと思います。 

 経済産業省独立行政法人評価委員会令第６条第３項により、部会長は当該部会に属する
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委員の互選により選任することとなっております。既に皆様にご内諾いただいております

とおり、多屋先生にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ご異議がないようですので、多屋先生にお願いさせていただきます。 

 それでは、多屋先生、お願いいたします。 

○多屋部会長  部会長に選出されました多屋でございます。今後議事を務めさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、議題３といたしまして、宇宙航空研究開発機構部会について、事務局よりご

説明いただきたいと思います。お願いします。 

○岡野室長  それでは、お手元の資料２―１と２―２をご覧いただければと思います。

資料２でございますが、独立行政法人評価委員会ＪＡＸＡ部会の説明でございます。２―

１につきましては、ＪＡＸＡ部会を設置させていただくことになりました趣旨、経緯を簡

潔に記載いたしておりますが、ご案内のように６月に法律が成立、それから７月に施行さ

れたことに伴いまして今般の設置に至ったわけでございます。 

 それで、繰り返しでございますが、２．の（２）ＪＡＸＡの経済産業大臣の関連部分は、

18条に第３号及び第４号に掲げる業務に関し、民間事業者の求めに応じて援助及び助言を

行うことという条文が追加されてございます。人工衛星、あるいはロケット等の開発が第

３号、第４号の業務の主なものでございますので、人工衛星等の開発に関して民間事業者、

例えば衛星のメーカー等の求めに応じた援助であるとか助言を行うということでございま

す。これは技術的な援助であるとかアドバイスみたいなもののみならず、それを海外に売

りに行く、海外で展開していくにあたりまして、例えば海外の相手国との間でのサポート

とか、相手国に対する技術協力のような支援といったようなことが全体相まって、海外展

開に資するものだと思っておりますので、いろいろな形態があるのではないかと思ってお

ります。 

 次に３．につきまして、独法評価委員会の対象の中に今回まさにＪＡＸＡの評価が加わ

るわけでございますが、その位置づけとしましては、経産省の評価委員会の中に産業技術

分科会がございます。この中の１つにＪＡＸＡの部会を組み込むということでございます。

ですので、この部会の委員の皆様におきましては、ＪＡＸＡが産業振興に資する形で民間

事業者のインフラ・システム輸出等の事業活動の支援を十分できたかどうかという観点が

主なポイントになるのかなと思っております。 
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 では、独立行政法人の評価ということでございますので、資料２―２に移りまして、独

立行政法人というもののご説明を簡単にいたします。 

 最初にございますように、独立行政法人というのは、国が直接実施する必要がないので

すけれども、他方で、民間に完全に委ねたままであると実施されない可能性があるものな

どを行う法人という位置づけでございます。 

 よって独立行政法人は、国ではありませんので、独立した位置づけで、行政法人という

組織の中である程度自由度をもって、裁量権をもって仕事をしてもらうというやり方にし

てございます。そのためには、やり方はある程度独立性を担保するものの、では実際何を

成果として仕上げるのかということについては、最初にしっかりと目標をつくっておいて、

それが目標に基づいた計画の策定につながりまして、例えば５年後に実際その実績がどう

上がっているかということを評価するというサイクルを組んでいくという制度設計をして

いるものでございます。 

 次ページにいっていただきまして、どういう位置づけなのかといいますと、独立行政法

人のもとに、それぞれ主務大臣というものが、今般、ＪＡＸＡについては今回の改正で２

府省増えましたので、合計４大臣おります。それぞれ４大臣ごとに対応して府省評価委員

会というものが形成されますので、合計４つございます。今日お集まりの経産省評価委員

会のＪＡＸＡ部会はそのうちの１つでありまして、それぞれ年度評価や中期目標の期間終

了時の組織・業務全般にわたる見直し等についての意見を出していただくことになります。

また、それらの評価・意見について、総務省にある政策評価・独立行政法人評価委員会が

評価を行うことになっております。 

 次に独法評価委員会の主な役割として、ポイントで４つございまして、まず中期目標と

いうものが独法の運営の中心になりますので、中期目標をつくるときのプロセスでご意見

をいただくということ。②は、中期目標に基づいて今度はＪＡＸＡが中期計画を作成し、

主務大臣の認可を受ける必要があり、その認可に際してご意見をいただく。それから、③、

④は実際の業務の評価でありますが、③は、各事業年度の業績実績について評価をいただ

くことになります。それから、④といたしまして、中期目標期間終了時の組織・業務全般

にわたる見直しをしていただくということを本委員会でお願いすることになります。 

 なお１点、独法運営について定めた法律として独立行政法人通則法という法律がありま

すが、現在、その法律について改正を検討中であり、評価の仕組みが若干変更される、見

直しをされる可能性があるという状況になってございます。 
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 それから、参考資料の１と２と３でご説明したいと思います。参考資料１は先ほど申し

上げました経産省の独法評価委員会の体制でございますが、この下に分野ごとにそれぞれ

分科会がございます。この部会関係では産業技術分科会になるわけでございますが、この

下にＪＡＸＡ部会が加わっているという状況であります。 

 次の参考資料２をご覧いただきたいのですけれども、その経産省の独法評価委員会の運

営について定めている政令がございます。この第５条のところに、今申しましたように分

科会を置くという規定がございます。 

 それから、同じところの第７条の議事をご覧いただければと思いますが、ここに、委員

会は、委員の過半数が出席することが必要であるという規定がございます。 

 それから、参考資料３ですが、これは独立行政法人評価委員会の運営について規定して

いるものでございまして、ポイントといたしましては、２ページ目の第６条の委員会の資

料等の公開についてですが、この委員会の会議は、原則として非公開で行います。一方、

配付資料等は原則として公開するものとするということで運営したいと思っております。 

 もう１つポイントがございまして、第７条第２項で分科会の議決について定めておりま

す。独法通則法における主務省が経済産業省でない場合というのは、今回に当たるわけで

ございます。主務省というのは、複数の省が所管大臣である場合、どこか１つが代表とな

るというものですが、その代表となるのはＪＡＸＡの場合は文部科学省でございます。そ

の場合につきましては、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができるというこ

とでございます。第９条にあります通り、部会長は分科会長の同意を得て、部会の決議を

もって、分科会の議決とすることができるとありますので、ＪＡＸＡ部会での議決をもっ

て、親委員会に諮らずとも、ここの５人の先生の皆様の議決で、経産省の委員会としての

議決とさせていただくことになると思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○多屋部会長  ありがとうございました。それでは、委員の皆様からご意見、ご質問等

ございましたらお願いいたします。どうぞ。 

○和田委員  いただきました資料２―１で、「ＪＡＸＡに衛星開発等の委託等を行う府

省庁も当該業務につき政令共管とする」とあるのですけれども、この意味をご説明いただ

けますでしょうか。 

○岡野室長  これは、今回の法改正によって、新たに経済産業省と内閣府が主務大臣と

いうことで追加が決まったわけでございますが、４府省が所管している業務以外に、新た
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に各府省から資金の提供等を受けて、例えばＪＡＸＡが人工衛星等の開発等を実施するこ

ととなった場合、該当事業について、中期目標の策定及び中期計画の認可等を通じて密接

に関与できるようになるという趣旨のものでございます。 

○和田委員  ありがとうございます。 

○多屋部会長  ほかにいかがでしょうか。――それでは、ご意見がないようでしたら、

次に移らせていただきたいと思います。 

 続きまして、宇宙航空研究開発機構の概要説明に移らせていただきます。それでは、Ｊ

ＡＸＡ・小澤理事よりご説明をお願いいたします。 

○小澤理事  小澤でございます。資料３でございます。ＪＡＸＡの概要と書いた資料で

ございます。 

 まず１ページ目の下の段にＪＡＸＡの生まれが書いてございまして、平成15年にそれま

での文部科学省にありました３つの機関が統合して発足しております。宇宙科学研究所、

航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団でございます。 

 それで、第１期が平成15年10月から平成20年３月までだったのですが、現在は第２期に

入っておりまして、来年の３月まで、今年度が最終年度に当たる５ヵ年計画で動いている

ところでございます。 

 職員数が 1,540、予算が 1,720億、現在いただいております。 

 事業所、施設等がそこにございまして、登記上の本社は調布にございます。航空宇宙技

術研究所があるところでございますが、実質的には丸の内のオアゾにありますビルの中に

東京事務所を構えておりまして、常勤役員は大体そこに詰めているという状況でございま

す。 

 やっております事業は、衛星による宇宙利用から始まりまして、情報開示・広報・普及

というところまで、11項目に分類して進めているところでございます。 

 １枚めくっていただきますと、組織が書いてございまして、一般管理部門、事業共通部

門に加えまして、実際に事業をやる部門としてブルーで宇宙輸送ミッション本部から、右

に行きましてグループも入れまして８つほどございます。それで、研究開発本部、宇宙科

学研究所が専門技術研究組織をもっておりまして、各グループ、あるいは本部をサポート

する、技術協力するというマトリックスの組織になっておりまして、下に筑波、調布、相

模原等が書いてございますが、それぞれの本部がどこにあるかということを指してござい

ます。 
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 それで、私どもは、宇宙基本計画が定められましたので、それに基づきましていろいろ

な事業を展開しております。ご案内のように３ページにありますような宇宙基本計画の方

向性、９つのシステム・プログラムの計画がございます。それぞれに対応いたしまして、

４ページにございますように、私どもが現在運用したり、あるいは研究開発を進めており

ます、これは衛星名、ミッション名で書いてございますが、それぞれどういう対応をして

いるかというようなところをここに分類しておりまして、私どもとしては宇宙基本計画に

沿った事業展開を現在させていただいているというところでございます。 

 それで、５ページにそれぞれの衛星がどういう打ち上げ年度の目標で動いているかとい

うことが書いてございまして、ちなみに本年度につきましては、５月にＧＣＯＭ―Ｗ１、

これは「しずく」というニックネームがついてございますが、衛星が打ち上がりました。

それで、今度の土曜日、７月21日でございますが、ＨＴＶの３号機が打ち上がりまして、

宇宙ステーションに物資を補給するということになってございます。来年度になりますと、

ここからが第３期に入るわけですけれども、第３期に入りますと、初年度ではＡＬＯＳの

後継機の２、ＡＬＯＳ―２、レーダ衛星でございますが、が上がりますし、ＪＡＸＡから

提供したセンサが積まれたアメリカのＧＰＭという衛星が打ち上がる等々が予定されてお

ります。 

 次にまいりまして、これまでの成果概要、あるいは実施中の事業の概要を簡単にご紹介

したいと思います。 

 まず、７ページでございます。分類は基本計画に沿った形になっておりますが、陸域・

海域の地球観測衛星の研究開発と利用推進ということで、陸域・海域観測、これは「だい

ち」が平成18年１月に打ち上がりました。残念ながら、平成23年１月に目標の５年運用を

達成した直後に電力異常が発生いたしまして運用を終了することになりましたけれども、

そこにありますように、東日本大震災等の災害観測、その下の高度な土地被覆図、あるい

は２万 5,000分の１の地図の作成に貢献いたしているところでございます。 

 ８ページにまいりまして、地球環境分野の衛星の話でございますが、先ほど申しました

「だいち」もこの分野でも非常に役に立っておりまして、アマゾンの森林の伐採監視、こ

ういったところにも実用として使われておりました。 

 それから、「いぶき」という衛星が平成21年１月に上がりました。これは二酸化炭素や

メタンなどの濃度分布を宇宙から観測するということで、これもお役に立っているという

状況でございます。 
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 それから、右上のほうでございますが、先ほど申し上げましたＧＣＯＭ―Ｗが今年打ち

上がりました。この後、27年度にＧＣＯＭ―Ｃが打ち上がったり、あるいは外国の衛星に

センサを登載するということで、ＥＳＡのＥａｒｔｈＣＡＲＥという衛星にセンサを登載

いたしますし、アメリカのＧＰＭという衛星に雨を観測するレーダを載せるといったこと

で、雲、海面、海色、あるいは全球の降水の観測をやるということになってございます。 

 「しずく」が９ページに書いてございます。重さ約２トンの衛星でございまして、１枚

めくっていただきまして、そこに地球全体の雨の模様等を合成画像でございますけれども、

海ですね、こういったものを出した図が出ておりますし、その下には全球降雨マップとい

うもので、準リアルタイムで全世界の地球全体の降水の状況をつくるというようなことに

も貢献しております。「しずく」だけではできませんので、ほかの衛星のデータなども合

わせてこういったものが出ております。 

 12ページにまいりまして、漁業分野でも役に立っておりまして、これは海水の温度をあ

らわしたものですが、この温度の境目あたりが魚をとるには非常にいい場所というような

お話もございまして、その辺の情報を漁業情報サービスセンターなどにお送りいたしまし

て、そちらのほうで活用されているというようなものがございます。 

 それから、通信分野の衛星では、インターネット衛星「きずな」、これは平成20年２月

に打ち上がったものとか、大きなアンテナを積んでおります「きく８号」、このようなも

のがいろいろなところでお役に立ってございます。 

 次のページに行きまして、これは政府のほうでも後継機の検討を進められておりますが、

私ども、測位分野の衛星ということで、準天頂衛星の初号機「みちびき」を平成22年９月

に打ち上げておりまして、今、技術実証をやっているところでございます。これもいろい

ろな成果を出しているところでございます。 

 そのほか、宇宙科学における衛星プロジェクト、16ページにまいりまして、その中の１

つで、金星に向かった「あかつき」があったのですが、不幸にして軌道投入に失敗いたし

まして、今、そのリカバリーを図るべくいろいろ処置をしているところでございます。 

 それから、月・惑星探査、「はやぶさ」でも有名になりましたけれども、こういった分

野の活動もやっております。 

 次のページにまいりまして、月にまいりました「かぐや」、これもいろいろな成果を出

しておりますし、宇宙をヨットのようにセーリングする「ＩＫＡＲＯＳ」という小型の電

力セイルを積んだ実証機なども打ち上げてございます。 
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 今後の宇宙科学・探査に関する衛星プロジェクトが19ページに載っておりまして、「は

やぶさ」の２号機なども計画しているところでございます。 

 さらに将来の衛星としては、20ページに出てございます。 

 宇宙ステーションも、15日に星出宇宙飛行士がソユーズに乗って宇宙ステーションにま

いりましたけれども、日本の実験棟、ＪＥＭの運用をやっておりますし、宇宙ステーショ

ン全体としてもいろいろな活動が行われているところでございます。 

 22ページにまいりまして、ここは宇宙実験の「きぼう」でどういう成果が出てきたかと

いうことで、高品質のたんぱくの生成だとか、ナノスケルトン、いろいろこういった成果

が出てきております。 

 それから、宇宙ステーションの補給機、ＨＴＶ、これがこの21日に打ち上がると申し上

げましたけれども、その３号機が打ち上がりまして、宇宙ステーションに物資を補給する

ということになってございます。 

 24ページでございますが、宇宙開発戦略本部でもご議論がありましたが、日本としての

月探査をどうするかという話で、将来の話でございますが、その辺について国際的な議論

の場でＪＡＸＡも参加して議論をしてございます。 

 そのほか、宇宙太陽光発電の研究ということでいろいろ研究をやっておりますし、ＳＤ

Ｓという小さな衛星のシリーズをもっておりまして、それで幾つか軌道上の実証をやって

いるところでございます。 

 26ページにまいりまして、ロケットの話でございます。現在、私どもには液体ロケット

のＨ―Ⅱをベースにしました基幹ロケットとしてＨ―ⅡＡ、Ｈ―ⅡＢと２つございます。

Ｈ―ⅡＡは主に打ち上げサービスが三菱重工さんのほうに移管されております。それから、

Ｈ―ⅡＢは下のエンジンを２つ、ダブルにしたエンジンでございまして、今、専らＨＴＶ

の打ち上げに使っているというものでございます。 

 さらに、次の段階の話としまして、今までは液体水素と液体酸素のエンジンだったので

すが、今度、ＬＮＧ、液化天然ガスを使った新しいエンジンの開発というものも手がけて

おりまして、おかげさまで、これも研究開発が無事進んでいるところでございます。 

 それから、新しい固体ロケットの開発をしておりまして、イプシロンロケットというも

のが現在開発中でございまして、25年度に内之浦から打ち上がるところでございます。 

 28ページにまいりまして、その他、基盤技術の研究ということで、プロジェクトを支え

る意味で先端的な技術研究、重要な機器・部品の研究、あるいは信頼性向上させるような
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研究、このようなものを研究開発本部を中心にやっておりまして、プロジェクトを支えて

ございます。 

 それから、主に調布でやっているのですが、航空科学技術の研究ということで、ＭＲＪ

に代表されるのですが、国産旅客機・エンジン開発に貢献する研究開発をやっております

し、次世代の超音速技術の研究等々もやっております。 

 次に、30ページに飛んでいただきまして、今回、経産省が新しく私どもの主管庁として

参加されましたが、従来からもＪＡＸＡ独自の取り組みとして産業連携の取り組みをやっ

ておりまして、宇宙産業の強化に向けた連携事業、あるいはすそ野拡大の事業、このよう

な事業をＪＡＸＡはやっております。今後、こういったところにも力を入れていきたいと

思っております。 

 そのスピンオフ、すそ野拡大の事例といたしまして、そこに出ておりますような、例え

ばロケットの先端部、フェアリングといいますが、そこの断熱材の技術が家庭用の断熱塗

料として製品化されて非常に売れているとか、宇宙ステーションでのたんぱく質の結晶実

験が非常に役に立っている、このような事例が出てきているところでございます。 

 32ページにまいりまして、国際協力、宇宙先進国であります欧米諸国との協力はもちろ

んのこと、宇宙後進国とも日本の昨今はやりの言葉でいいますか宇宙外交の先駆けとして、

ＪＡＸＡもいろいろやらせていただいておりまして、特にアジア太平洋地域との連携とい

うことで、アジア太平洋地域宇宙機関会議というものを設けております。ＡＰＲＳＡＦと

呼んでいるのですが、ここで93年以降いろいろな活躍をさせていただいております。 

 特にその中のアウトプットの代表例といたしまして、33ページにセンチネル・アジアと

いう言葉、これはアジアの監視員という意味でございますけれども、アジアは非常に災害

が多いところですが、災害があったときに、その地域にインターネットを経由して人工衛

星のデータを提供するというサービスを、ＪＡＸＡのみならずアジアの国々と共同で展開

しております。そういったものがＡＰＲＳＡＦからスピンオフしているところでございま

す。 

 34ページにまいりまして、教育活動ということで、小中高の次世代の日本を担う青尐年

の人材育成、人格形成に貢献しようということで、学校、社会、家庭を通じたいろいろな

活動をさせていただいております。 

 それから、広報・普及活動にも力を入れておりまして、おかげさまで、そこの左下のほ

うでございますが、ＪＡＸＡの知名度も徐々に、徐々に上がってきているということで、
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ＪＡＸＡの名前も大分知られてきたかなというところでございます。 

 あと、ご参考までに、37ページ以降にＪＡＸＡ予算の推移、あるいは欧米の機関と比べ

てＪＡＸＡの予算がどれぐらいの規模か、宇宙機器産業の売上高の欧米との比較、40ペー

ジでございますが、宇宙機関の人員数の比較、41ページにございますが、最近はアジアの

各国がいろいろな意味で宇宙の分野にも進出してきて、非常に活発な活躍、あるいは予算

も伸ばしているというようなデータをおつけしております。 

 最後に42ページでございますが、おかげさまでＪＡＸＡのロケットの打ち上げ成功率が

95％になりまして、世界のトップレベルの国と並ぶ水準になったというデータをおつけし

ております。 

 説明は以上でございます。 

○多屋部会長  ありがとうございました。それでは、皆様からご質問等ございましたら

お願いいたします。――いかがですか。お願いします。 

○坂下委員  参考資料の39ページのスライドで宇宙機器産業売上高の比較というのがあ

りますが、以前、報道で、1998年から2003年にかけて宇宙機器産業の売り上げが４割近く

下がってしまい、従業員の数も３割下がったというのがありました。現在、このような状

況は改善されているのでしょうか。 

○小澤理事  今日、たまたま別のところで産業界の人数のグラフを示してお話ししたこ

とがあるのですが、多尐は、例えば2008年に比べて2009年が盛り上がったようなことが出

ているのですが、依然、例えば94、95年ぐらいの水準に比べたらやはり６割ぐらいのとこ

ろに人数としましてもとどまっている。ですから、売り上げも、ちょっと数字は存じてお

りませんけれども、やはりかなり下がっているのではないかという気がします。予算も下

がっておりますので。 

○多屋部会長  ほかにいかがでしょうか。――では、次に進めさせていただきます。 

 次に、宇宙航空研究開発機構の現行の中期目標・中期計画の概要につきまして、同じく

ＪＡＸＡ・小澤理事よりご説明をお願いいたします。 

○小澤理事  中期目標・中期計画、資料４でございます。 

 まず最初に、今の第２期の計画策定に関して基本的な考え方が書いてございまして、７

月12日で変わりましたけれども、従来は主務大臣が文部科学大臣と総務大臣でございまし

たので、その関係で、宇宙開発委員会がおつくりになる宇宙開発に関する長期的な計画と

いうのがございまして、これは10年間をカバーしたものでございます。それに基づいて目
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標なり計画を設定するということで、平成20年２月22日に決定されました長期的な計画に

基づいて現在といいますか今走っております第２期の目標計画というのは設定されており

ます。 

 その長期的な計画がどういうものかというのが、13ページの上に参考１というのが書い

てございまして、平成20年２月22日に示されたものです。宇宙開発推進の基本的な考え方、

あるいは宇宙開発利用の戦略的な推進、それから研究開発システムの改善の方向、このよ

うなものがこの中に述べられております。柱としては、宇宙利用プログラムの重点化、宇

宙科学研究の推進、探査への挑戦、宇宙ステーション計画の推進、宇宙輸送系の維持・発

展、宇宙開発基盤の強化・充実、このようなことが10年間にわたって何をすべきか書かれ

たものがございました。 

 それをベースに、それともう１つ、１ページに戻っていただきまして、総務省の政策評

価・独立行政法人評価委員会から、ＪＡＸＡの主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の

方向性というのが出まして、それが現在の目標、中期計画に反映されてございます。それ

が参考２に書いてございます。 

 13ページの下でございます。例えばどんなことがあるかというと、事務及び事業の見直

しということで、勧告の方向性、宇宙開発プロジェクトの進行管理について、計画の継続

の可否などといった視点も含めて実施しなさいと。このようなことが書いてありまして、

例えばそれに対して中期計画にどのように反映したかというと、計画の大幅な見直しや中

止も含めた厳格な評価を行うと。例えば、このような形で、第１版をつくった後、こうい

う勧告が出ましたので、それぞれに対応した形で現在の中期計画・目標が変更になってい

るというものでございます。まず、これが基本方針にございます。 

 それで、１枚めくっていただきまして、２ページでございます。今のは大前提になる、

どちらかというと外からのモチベーションといいますか理由によります変更ポイントです

が、半ば内部の、あるいは国の政策としての途中の変更がございまして、初期のものから

現在の目標計画が変更されております。 

 ５項目ございまして、１つは、ＧＸロケットの開発についてとりやめという話になりま

したので、先ほどちょっとご紹介しましたＬＮＧの推進系、エンジンでございます、これ

について、そのロケットに使うというような話になっていたのですが、ロケット本体がと

りやめになりましたので、こちらについては研究に衣がえをするというようなことになっ

てございます。 
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 ２番目が、「だいち２号」機の打ち上げが宇宙基本計画に位置づけられましたので、そ

れに応じてプロジェクトの開始をいたしました。その辺を計画に明記したということ。 

 それから、「ＡＳＴＲＯ―Ｈ」というＸ線を使って非常に遠い天体を観測しようという

天文衛星があるのですが、これについても宇宙開発委員会での議論を踏まえましてプロジ

ェクトを開始いたしましたので、新しいプロジェクトとして計画に追記したと。 

 それから、小型科学衛星とか中型の衛星、あるいは大型の衛星が中心だったのですが、

小型で小回りがきく宇宙科学を推進しようというような話が基本計画にも出てございまし

たので、これも宇宙開発委員会でご議論いただいた後、プロジェクトを開始していいとい

う話になりましたので、その辺の記述の見直し等がされております。 

 それから、これは非常に残念だったのですが、ＡＳＴＲＯ―Ｇという天文衛星について

プロジェクトを進めていたのですけれども、それについて、いろいろな技術的な課題が発

見されましたので、残念ながらプロジェクトを中止するという決定をさせていただきまし

た。そのために、ＡＳＴＲＯ―Ｇというプロジェクトを計画から削除する必要が出てまい

りましたので、その辺について中期計画に反映しております。 

 以上、５点が当初のバージョンから変更されたものでございます。 

 それでは、現在の目標・計画がどのような内容になっているかというのを簡単にご紹介

したいと思います。 

 ３ページにその内容がまとめて書いてございまして、まず目標期間、これは平成20年４

月１日から平成25年３月31日の５年間でございます。 

 どこの独法でもこういう仕分けになっているのではないかと思いますが、丸で示してご

ざいますが、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置ということで、先ほどＪＡＸＡの事業の内容をご紹介しました。

11項目あると申しました。その11項目に沿って、それぞれ何をするかというのを記述して

おります。 

 今度は、業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置ということで、

柔軟かつ効率的な組織運営、あるいは業務の効率化、情報技術の活用、統制・ガバナンス

の強化等が書かれてございます。 

 以下、予算、借入金、重要な財産の譲渡、剰余金の使途、その他、こういう形で章立て

られて計画ができてございます。 

 ４ページに前文が書いてございまして、どういう心構えで第２期を運営したかというこ
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とが書いてありますが、ＪＡＸＡは平成15年10月に３機関が統合されて、宇宙開発利用及

び航空科学技術を先導する中核機関として発足しましたと。それで、第１期では技術の開

発と実証を中心にした取り組みをやっていたのですが、その成果を社会・経済に還元する

ための取り組みへと重心をだんだん移してきたということで、第２期においては、その置

かれた状況と役割を十分に認識し、与えられた目標の実現に向けて果敢に挑戦していく。

未知未踏のフロンティアに挑戦し、英知を深め、安全で豊かな社会の実現に貢献する取り

組みをより一層発展させるために、長期的、国際的な視野に立って宇宙・航空分野の研究

開発、利用を戦略的に推進するという前文にさせていただきました。要するに、技術開発、

実証から、もう尐しその成果を社会・経済に還元していくという道に進んでいこうという

ことを意味しております。 

 それで、衛星による宇宙利用の分野では、５ページに、地球環境観測プログラム、災害

監視・通信プログラム、衛星測位プログラムと３つに分けて書いてございまして、それぞ

れ、運用中、中期目標期間中に打ち上げ予定の衛星、25年度以降に打ち上げる衛星等に分

けて、具体的な衛星名がそこに記載されてございます。 

 ６ページにまいりまして、宇宙科学研究については、大学共同利用システムを基本とし

た学術研究と宇宙科学としてのプロジェクトが幾つか出てございます。 

 宇宙ステーションが７ページに書いてございまして、探査と一緒の区別になっておりま

すが、宇宙探査としては、「はやぶさ」「かぐや」が運用中。これは初期のころでござい

ますので、こういう位置づけになっています。それから、宇宙ステーションの話。 

 それから、８ページにまいりまして、宇宙輸送系、基幹ロケット、これはＨ―ⅡＡ、Ｈ

―ⅡＢのことでございます、の維持・発展、それから、先ほど紹介しましたＬＮＧ推進系

の研究、固体ロケットの維持・発展ということです。 

 それから、航空科学技術、宇宙航空技術基盤の強化ということで９ページに幾つか書い

てございます。 

 10ページにまいりまして、一般管理・事業共通部門ということで、教育活動及び人材の

交流、国際協力、産業界、関係機関及び大学との連携・協力、情報開示・広報、このよう

なことを示して、資金計画については11ページに示されている、こういう状況でございま

す。 

 以上、簡単ではございましたが、現在の中期目標・中期計画について基本的な方針、ど

ういう考え方によってつくられたということと、内容概略をご紹介いたしました。 
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 以上でございます。 

○多屋部会長  ありがとうございました。それでは、皆様からご質問等ございましたら

お願いいたします。お願いします。 

○続橋委員  今、中期計画の途中ですので、まだ決まっていないのかもしれませんけれ

ども、今回、法律が改正されて、例えば先ほどの資料に戻ると、資料３の30ページ、ＪＡ

ＸＡの産業連携の取り組みということで、産業連携センターを既につくられていろいろや

られていると思うのです。そうすると、中期計画はあと１年で終わって、その後なのです

けれども、その産業化に向けて産業連携センター、とりあえずこれで処理していくのか、

もうちょっと規模とか内容とか組織を改良して、より良くして引っ張っていくのか、その

辺のところはどんな感じでございましょうか。 

○小澤理事  私どもなりに今度の新しいＪＡＸＡ法の改正で何かしないといけないので

はないかということで、第３期に向けてＪＡＸＡとして、産業連携にとどまらず、全分野、

今、レビューをやっているところでございまして、ひとかた議論が終わったところで、こ

の次、それをどのようにまとめていくかという状況でございます。 

 その中で、今回の法改正の精神をなるべく取り入れた形で、いろいろな分野、反映させ

ていただきたいと思っているのですが、具体的に組織をどうするかというところまではま

だ議論が詰まっておりません。それと、もう１つ、やはりこれは目標をいただかないと、

目標は勝手に私どもがつくるというわけにいきませんので、それこそ今回、経産省とか内

閣府も増えましたので、主務大臣を所管されている省庁といろいろご議論しながら、目標

を伺って、それに沿った線で第３期に向けた中期計画を策定していきたいなということで、

ちょうど議論の真っ最中ということで、具体的にはちょっとまだ詰まっていないので大変

申しわけないのですが、今ご指摘の部分については十分取り入れていきたいと思っており

ますが、具体的なことはもうちょっと先で述べさせていただければと思っています。 

○続橋委員  ２年前の新成長戦略でも宇宙産業の振興と書かれて、もうじき決まると思

うのですけれども、日本再生戦略でも宇宙産業の振興は残っていて、たしか再生戦略の工

程表の中で、将来、宇宙産業は13兆円だったか14兆円だったかという数字も出ていたと思

うのですが、要は、ぜひそういうのを目指してやっていただきたいというのが私の希望で

す。 

 あと、資料２―１の２．の（２）のところで、法律の条文は民間事業者の求めに応じて

援助及び助言となっていて、要は、求めがなければやらないのかという話になってしまう
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ので、そこはぜひ積極的に取り組んでいただければなという、これはあくまでも私の希望

です。 

○小澤理事  この部分の法律を受けて、具体的にどのように展開するかというのは、受

け皿も含めて今議論しているところでございます。それに加えて申し上げたいのは、もと

もと私ども産業センターを通じて産業界とｗｉｎ・ｗｉｎの関係をなるべくつくらせてい

ただこうということで、いろいろな施策もやらせていただいておりましたので、尐なくと

もこの法律があろうがなかろうが、そちらのほうでもいろいろな受け皿として機能させて

いただけるのではないかと思っておりますので、前よりはずっと進むような格好でやらせ

ていただけるのではないかと思います。 

○岡野室長  尐し補足を。恐縮でございます。中期計画は中期目標をもとに策定される

ものですので、それは、私どものこれからの作業ということでございますけれども、今、

産業連携センターで取り組まれている内容にとどまらず、今回の改正で新たに加えられた

精神を生かしまして、事業を進めてほしいという思いを持っています。 

 これまでは、現行の中期計画前文に、今までの成果をこれからは社会・経済に還元する

ための取り組みへと重心を移したとあるように、その成果を広く世の中に普及させていく

という観点が主だったのだろうかと思います。研究開発そのものを取り組むにあたりまし

ても、例えば、低コスト化とか軽量化とか標準化といった産業振興の観点をさらに入れる

ことができるのではないかと考えておりますので、ＪＡＸＡとは今後議論をさせていただ

きたいと思っております。 

○多屋部会長  そのほかご質問どうぞ。 

○和田委員  今回新しく求めに応じて支援するということだったのですけれども、これ

まで同様の試みというか、その業務を行われた経験といいますか実績というのはあります

でしょうか。 

○小澤理事  30ページをお開けいただきたいと思いますが、宇宙産業強化に向けた連携

事業というのと、宇宙のすそ野拡大に向けた連携事業と、２つのカテゴリーで今、この分

野の業務を展開しておりまして、上のほうの宇宙産業強化に向けた連携事業といいますと、

連携先としてはロケットメーカー、衛星メーカー、そこの人たちで、ＪＡＸＡのプロジェ

クトを通じて得られた例えばコンポーネントだとか機器、そういったものを海外に売りた

いということで、売るために追加の共同研究などして、売りに出すような試みを両者でお

金を出し合ってやると。 
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 あるいは、下のすそ野の拡大の話でございましたら、これは２つございまして、今まで

ＪＡＸＡと余りおつき合いのなかった企業さんから、こういう技術が使えるのだけれども、

宇宙に使ってみたらどうかという申し出があった場合に、それを使わせていただくと。当

然、宇宙用に改良が必要でございますけれども、そういうもの、あるいはＪＡＸＡのノウ

ハウ、ＪＡＸＡの知財を使って、ある種の企業さんが非常に興味をもたれて製品化される

というケース、この２つがございます。 

 そういった意味で、余り宇宙とはなじみのなかった新しい産業の方々との連携を深める

というような事業をいろいろやらせていただいております。特に後者のほうについては、

先ほどちょっと触れましたが、31ページに幾つかスピンオフの事例が出ておりまして、特

に左側の断熱材については、この間、テレビでも報道されましたけれども、いろいろな市

場の中で活用されているのではないかということでございます。 

 あと、これは従来からの話なのですが、ＪＡＸＡの支援の話として、地球センサ、企業

さんが頑張られて、企業さんの努力として世界シェアが50％になっているとか、三菱電機

さんがトルコの衛星受注をされたりとか、韓国の小さな衛星を三菱さんがロケット打ち上

げサービスとして受注されるとか、そういったこともいろいろな意味で、日本の産業界の

世界進出といったことにお役に立っているのではないかと思っております。 

○多屋部会長  ほかにご質問いかがでしょうか。――よろしゅうございますか。 

 それでは、最後に、今後のスケジュールについて事務局からご説明をお願いいたします。 

○岡野室長  それでは、以上で本日の議事は終了でございますが、今後の主な概略、見

通しをかいつまんで申し上げます。 

 先ほどございましたように、現行の第２期の中期計画は今年度が終了年度でございます

ので、次の第３期の中期目標の策定の作業がございます。これは早ければ年内か、あるい

は年明けぐらいには本格的な議論になってまいります。 

 それで、具体的に、今日はこの形で開催しておりますが、今後は中期目標・計画の策定

については、関係府省４府省に関係がございますので、部会については、合同で開催する

形態になると考えてございます。 

 詳細につきましては、今後調整させていただきたいと思いますので、お忙しい委員の皆

様方には恐縮でございますが、よろしくお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

○多屋部会長  それでは、時間になりましたので以上で本日の議事を終了いたします。
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ありがとうございました。 

○岡野室長  どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


