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第４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２５年２月８日 

 

○多屋部会長  本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうござい

ます。ただいまより、第４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、ＪＡＸＡの次期中期目標について、事務局よりご説明いただき、その内容につ

いてご審議いただきます。 

 なお、本日の議論の取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

議事録は公開として運営させていただきます。 

 続いて、本日の資料について確認させていただきます。 

 座席表、議事次第、そして、配付資料一覧にありますとおり、資料１、資料２、参考資

料１～３、及び芦邉委員提出資料２部でございます。 

 乱丁・落丁などございましたら、お知らせいただきたいと存じます。 

 それでは、議事に先立ちまして、新たに着任されました武藤宇宙産業室長より、一言ご

あいさつをお願いいたします。 

○武藤室長  多屋先生、ありがとうございます。１月に着任いたしました武藤でござい

ます。今日は、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。今回

のＪＡＸＡ部会では、今後５年間のＪＡＸＡの中期目標についてご審議いただくことにな

っております。 

 独立行政法人通則法の中で中期目標を定める際にはあらかじめ評価委員の意見を伺わな

ければいけないとなっております。先般、ご案内のとおり、１月25日に、宇宙基本法の宇

宙基本計画の新計画が決定されました。これは、研究から、むしろ利用・応用のほうに軸

足を置いたものということで、宇宙開発の方向性が定められております。これに基づきま

して中期目標も定められております。 

 委員の皆様におかれましては、本日のこの評価委員会の中で忌憚のないご意見をいただ

ければと考えております。 

 今回ご審議いただく中期目標を政府からＪＡＸＡに指示し、それをもとに中期計画をＪ

ＡＸＡ側でつくることになります。ＪＡＸＡから中期計画が提出されましたら、もう一度

この委員会でご審議いただくことになっております。中期目標に基づいてＪＡＸＡが今後
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活動していくことになりますので、今回はその節目となる非常に重要なものと思っており

ます。 

 本日は忌憚のないご意見をいただけますように、よろしくお願いいたします。 

○多屋部会長  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、宇宙航空研究開発機構の次期中期目標（案）についてです。事務局からご説

明をお願いいたします。 

○大江補佐  宇宙産業室の大江でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 説明に先立ち、まず、中期目標の位置づけについて簡単にご説明させていただき、その

後、中期目標が踏まえることになっている宇宙基本計画の概要を簡単に触れさせていただ

きます。その後、今回の中期目標についてご説明させていただきます。 

 最初に、中期目標の位置づけでございます。 

 独立行政法人通則法という法律がございまして、その法律の中に、「主務大臣は、中期

目標を定め、３年以上５年以下の期間において独立行政法人が達成するべき業務運営に関

する目標を定める」ということが記載されております。 

 そして、その中期目標を定める際には、あらかじめ評価委員会の意見を聞かなければな

らないということになっております。それを受けて、今回、先生方にお集まりいただき、

ご意見をいただくということになっております。 

 続きまして、昨年の７月に成立した独立行政法人宇宙航空研究開発機構法の19条に、

「主務大臣は、中期目標を定め、または変更するに当たっては、宇宙基本計画に基づかな

ければならない」という記載がございます。したがって、今回の中期目標につきましては、

宇宙基本計画に基づいて作成するということが決められております。 

 また、前回、第３回部会として書面開催させていただいたときに先生方にご了解いただ

きました、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の主要な事務及び事業の改廃に関する総務

省の政独委からの勧告の方向性に合わせた見直しを踏まえて、今回の中期目標が見直され

ることになっております。 

 続きまして、資料の参考１ですが、宇宙基本計画について簡単にご説明させていただき

ます。 

 宇宙基本計画につきましては、先月、１月25日に、総理以下全大臣が出席する宇宙開発

戦略本部で決定されております。詳細には触れませんが、基本的な方向性として、官需依
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存の産業構造がある中で、中長期的に政府予算の拡大が見込まれないという現状認識のも

とで、自律的に宇宙活動を行う能力をどのように維持していくのか、宇宙利用をどのよう

に拡大していくのか、その２点に重点を置いて今後の宇宙開発を進めていこうということ

が確認されました。 

 また、従来の科学技術だけではなく、安全保障や産業振興といった実利用に宇宙政策の

重心を拡大していこうという方向性が示されていて、その方向で政策を具体化していこう

ということが確認されています。 

 参考資料２でございますが、その宇宙基本計画を決定した宇宙開発戦略本部の場におい

て、安倍内閣総理大臣から添付のような指示が出されております。 

 その中で、１．にございますが、「宇宙政策を経済成長と産業の活性化の観点から関係

府省が連携して強力に推進すること」と、産業の活性化につきましては、明確に総理から

も指示が出ております。 

 また、今回ご議論いただくＪＡＸＡの中期目標につきましては、宇宙基本計画に確実に

基づくようにという旨の指示が出ております。 

 この総理の指示を受け、また、茂木経済産業大臣からも、宇宙産業基盤を強化するため

に、産業競争力の強化や海外へのインフラ輸出の促進、準天頂を利用した新産業の創出な

どに積極的に取り組みたいという旨の発言もございましたので、ご紹介いたします。 

 やや前置きが長くなりましたが、本題でございます今回の中期目標についてご説明させ

ていただきます。 

 本案は、２月６日に、内閣府の独立行政法人評価委員会、２月７日には文科省の評価委

員会でそれぞれ了承された案でございます。順にご説明させていただきます。 

 今回、基本計画で示された方向性を踏まえているということをご説明させていただくた

めに、資料２をご覧いただけますでしょうか。資料２は、今までの５年間を対象にしてい

た中期目標と、今回策定された中期目標を対比した表でございます。 

 基本的な構成は、独立行政法人通則法の中で書くべき項目は決まっておりますので、両

方とも「中期目標の期間を定めること」、「国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する事項を定めること」、「業務・運営の効率化に関する事項」、「財務に関す

る事項」、「その他の事項」という形で書いてあります。構成は同じではございますけれど

も、その中の書き方や並べ方が今回変わっております。 

 まず、右側、旧中期目標のほうを簡単にご紹介しますと、「産業」という言葉が出てい
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た部分ですが──私どもは経済産業省ですので産業というところに特化したご説明になる

のですけれども、11ページの右側のところに、「産業界、関係機関及び大学との連携・協

力」という、ここの部分だけが記載されていました。 

 この中でも、確かに「産業基盤及び国際競争力の強化に資するとともに」というような

表現があるのですが、具体的にどこまで産業競争力強化について書くのかというところま

では明らかになっていなかったので、今回、宇宙基本計画や総理からの指示も踏まえ、

「産業競争力の強化」という文言を増やした書きぶりにするということで、今回の新しい

中期目標が策定されています。 

 続きまして、その左側でございますが、今回の新しい中期目標についてご説明させてい

ただきます。新しいものは、１ページですけれども、Ⅱ．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事項として、基本計画と同じ立てつけになっておりまし

て、宇宙利用の拡大と自律性確保のための社会インフラをどのように拡大するのか、利用

の追及をどうするかということが書かれております。 

 また、今回、新しく横断的事項として、宇宙利用の拡大のための総合的な取組、技術基

盤強化及び産業競争力の強化への貢献、宇宙ニーズに応えるインフラ海外展開の推進、こ

ういった前回までの中期目標の中にはなかった文言が追加されています。 

 続きまして、３ページでございますが、今回、前文が追加されまして、その中にはっき

りと、「機構は、関係府省、他の独立行政法人や研究機関、民間事業者等と密接に連携し

つつ……宇宙開発及び利用の促進を図る」ということが記載されており、関係機関や民間

企業との連携を深めるということがまず前文でもうたわれております。 

 次の４ページですが、測位衛星につきましては、準天頂衛星について研究開発に引き続

き取り組む。リモートセンシング衛星につきましては、我が国宇宙システムの海外展開に

よる宇宙産業基盤の維持・向上、ＡＳＥＡＮ諸国の災害対応能力の向上、こういったこと

のために開発を行うということが記載されております。 

 続きまして、５ページ、通信・放送衛星の部分につきましても、「我が国宇宙産業の国

際競争力向上を図るため、将来の利用ニーズを見据えた要素技術の開発、実証等を行う」

ということで、それぞれの開発の中に、「宇宙産業競争力の強化」や「国際競争力の強

化」という文言が入っております。 

 続きまして、７ページ以降は、宇宙科学・宇宙探査プログラム、大学の研究、宇宙科学

・宇宙探査プロジェクト、有人宇宙活動プログラムといった、従来からも先端事業として
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ＪＡＸＡがまさにとり組んできたものでございます。そこについても新たな宇宙基本計画

に沿った書きぶりになっております。 

 最後に、11ページでございますが、先ほど目次で紹介いたしました横断的事項でござい

ます。 

 横断的事項といたしましては、（1）利用拡大のための総合的な取組の１つ目に、①産業

界、関係機関及び大学との連携・協力ということで、ここもまず産業界との連携というこ

とが入っております。 

 その１つ目でございますが、国民生活の向上、産業の振興等に資する観点から、社会的

ニーズのさらなる把握に努めつつ、研究開発等に取り組んでいくということが明記されて

おります。そのほか、産官学の連携、民間へのさらなる技術移転、利用実証や実証機会の

提供といった、民間との連携、民間への取り組みということを重ねて書いております。 

 続きまして、②民間事業者の求めに応じた援助及び助言でございます。ここは新しく法

律にも追加された条項でございまして、研究開発だけでなく、民間事業者の求めに応じた

助言をするということがＪＡＸＡの業務として法律にも追加されておりますので、それに

合わせてここに記載されております。 

 12ページでございますが、（2）技術基盤の強化及び産業競争力の強化への貢献でござい

ます。 

 ここも多くの記載がございますけれども、より具体化するために、真ん中あたりでござ

いますが、海外受注獲得のための支援を強化するであるとか、国際競争力の強化を図るた

めの宇宙実証の機会の提供、また、企業による効率的かつ安定的な開発・運用を支援する

ための部品・コンポーネント等のシリーズ化、共通化に取り組むこと、部品の枯渇や海外

への依存度増大などの問題解決に向けた検討を行い、必要な措置を講じること、中小企業

を含めた国内企業からの導入を促進することといった、産業支援策がここに記載されてお

ります。 

 最後に、13ページですが、（4）相手国ニーズに応えるインフラ海外展開の推進でござい

ます。これもＪＡＸＡの業務として、インフラ輸出の推進に取り組むということが今回記

載されております。 

 後ろの特に業務の話、財務の話、その他運営の話につきましては、基本的に文部科学省

の専管事項となっておりますので、そこにつきましては今回はご説明を省かせていただき

ます。 
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 私から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、審議に先立ちまして、芦邉委員より事前にご意見をいただいておりますので、

どうぞご説明をお願いいたします。 

○芦邉委員  それでは、事前に資料をいただいて読んで、感じたことを箇条書きにさせ

ていただきました。 

 お手元の資料、「中期目標に関する意見」ということで、こういう形で整理してみまし

た。 

 まず、項番の１です。全般的なところで、定量的な数値が示されたものが少なく、例え

ば、技術移転に関する技術などは、目標数を示す必要があるのではないかということでご

ざいます。 

 ２番ですが、宇宙利用拡大と自律性確保のための社会インフラというところに関しまし

ては、宇宙基本計画における主要ポイントとして上げられている安全保障・防災、産業振

興、フロンティアといった課題との関連性が不明瞭であることと、それらの課題を踏まえ

た上での具体的な目標の設定がなされていないように受けとめました。当該課題との関連

性を明確化するとともに、それらの課題を踏まえた上で、具体的な目標設定をする必要が

あるのではないかと思っています。 

 ３番、測位衛星につきましては、初号機「みちびき」を活用した利用技術の研究に引き

続き取り組む旨、記載がありますが、技術利用を産業振興に資するためにも、民間ニーズ

のとり込みを考慮する必要があると感じております。 

 ４番、大学共同利用システムを基本とした学術研究というところですが、安全保障、産

業振興といった視点で、研究成果をどのように社会等に還元・フィードバックしていくか、

具体的な方法を記載する必要があると感じました。 

 ５番、有人宇宙活動プログラムですが、平成25年１月25日に宇宙開発戦略本部にて決定

された宇宙基本計画において、有人宇宙活動プログラムは経費の圧縮を図るということが

掲げられております。当該計画にのっとり、具体的な目標値、具体的な経費圧縮方策を記

載する必要があるのではないか。現状では、目標値は経費圧縮方策ともに不明瞭であると

感じた次第です。 

 ６番、将来的な有人宇宙活動についてです。国際協力を前提として実施される有人宇宙

活動について、外交・安全保障、産業基盤の維持及び産業競争力の強化、科学技術等のさ
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まざまな側面から行われる国の検討に協力すると記載されていますが、具体的な取り組み

事項や目標が不明瞭であるため、具体的に記す必要があると思った次第です。 

 ７番、効果的な宇宙政策の企画立案の部分ですが、宇宙分野の国際動向や技術動向に関

する情報の収集及び調査・分析機能を強化し、関係者等に対して必要な情報提供を行うと

ありますけれども、ここはぜひ産業振興に資するためにも、民間ニーズに関する情報収集

も必要ではないかと思います。 

 ８番、情報開示・広報ですが、国民の理解を得ること、プレゼンスの確保を目標にして

いますけれども、産業の振興や成果の還元の観点から、産業界への成果のＰＲや普及につ

いても記述が必要ではないかと思いました。 

 ９番、事業評価の実施です。機構の推進する事業のうち、将来的に産業界への利用や波

及が期待される分野においては、投資対効果を適切に評価できるよう、効果指標を定量化

するとともに、投資を可視化することが必要であると。特に、産業振興や新市場の開拓を

目標に、ＮＡＳＡの事例等を参考として具体的施策を講じることが重要と考えます。 

 10番、情報セキュリティです。情報セキュリティの強化に当たっては、外部からのサイ

バー攻撃や内部からの悪意アクセス等を防ぐためのセキュリティ対策を技術・制度の両面

から講じることを目標として掲げるべきであると感じます。また、当該目標の達成のため

の手段として、ネットワークの分離であるとか職員の認証、職責に基づくアクセス制限、

ネットワークの監視と異常検知の仕組み等を脅威レベルに応じて講じることを計画に盛り

込むべきではないかと感じた次第です。 

 11番、契約の適正化ですが、不正の再発は社会的に認められるものではないという観点

から、不正を「抑止する」という表現ではなくて、不正再発を「防止する」ということを

明言すべきであると感じました。 

 最後に、12番、人事に関する事項です。「ニーズ指向の浸透を図り」とありますが、実

現に向けた具体的なアプローチ──例えば、産業界との交流人事を行うといった実行計画

について明記すべきではないかと感じた次第です。 

 以上、簡単ですが、意見でございます。 

○多屋部会長  合理的な会議を運営するに当たり、明確なご意見を述べていただきまし

て、ありがとうございます。 

 皆さんもそれぞれご意見をもっていらっしゃると思いますが、今、芦邉委員からのご意

見を受けて、あるいは新たにご意見などがありましたら、活発な意見交換をお願いしたい



 

- 8 - 

と思います。 

○坂下委員  芦邉委員からもお話がありましたが、利活用のところというのは私もかな

り重要だと思っております。 

 いよいよ準天頂衛星４機体制の整備事業が開始されますが、サービス創出の効果が出る

ように、民間と対話をする場やニーズを聞く場を設定するなどして、ニーズも織り込んだ

研究開発を推進して頂きたい。 

 また、欧米を中心にその取組が加速しているオープンデータ（政府が所有する情報を民

間が利活用する取組）についても、センシングデータや画像データなどをJAXAは多数所有

しており、それらは一般にはとれないデータが非常に多いので、こういうものを民間もし

くは研究者に開放して新しい知見を発見するような機会をつくっていくことにも取り組ん

で頂きたい。 

○多屋部会長  ありがとうございます。 

 どうぞご意見をいただければと思います。 

○和田委員  リモートセンシング衛星のところですけれども、私どもはベトナムで今度

新しく衛星を上げるということもございますし、コンステレーションで運用するというこ

とも今後考えられていくと思うのですが、今の段階では、リモートセンシングのニーズが

どのくらい先方の国にあるかというのが非常に決め手になると考えておりまして、そうい

う意味では、リモートセンシングのニーズをできるだけ相手国につくっていく──要する

に、それが有用であるということを示していくことが非常に重要なのかなと考えておりま

す。 

 ここに既にそういう意味で書いていただいていると思うのですが、相手国のリモートセ

ンシングのニーズをより一層掘り起こすために人材育成をするとか、日本の大学等とも連

携しつつ、留学生を受け入れる、また、先方の政府の職員がよりリモートセンシングのデ

ータを使うようにしていく、また、研究者にもリモートセンシングのデータを提供してい

くといったことが非常に有用なのではないかと考えておりまして、ここの文章はこれで全

く結構だと思うのですけれども、そういった内容であると私どもとしては翻訳したいと考

えております。 

○続橋委員  中期目標に対する意見ですが、宇宙基本計画について、経団連などもいろ

いろ提言させていただいているのですけれども、第１期と違って、2.5兆円という金額が

明記されないということと、工程表は出たのですが、例えば、10年間で開発・打ち上げ・
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運用と書いてあるので、何年目に打ち上げるのかがよくわからないとことがあります。よ

って、そのもとでつくられるＪＡＸＡの中期目標・中期計画も、当然ながら、お金が幾ら

とか衛星が何機というのはなかなか書けないのかなと思います。 

 とはいうものの、そうするとどうするのかという話になってくるのですが、皆さんご存

知の方もおられるかと思いますけれども、科学技術基本計画の第４期が2011年にできまし

て、その最後には、ＧＤＰ１％、５年間、毎年５兆円で25兆円という全体の数字が入って

います。 

 そこまでは入ったのですが、個別のところはいろいろ書いてあるけれども、何がどうな

のかはよくわからない。実際には総合科学技術会議が概算要求の前にアクションプランと

いうのを毎年つくっています。そのアクションプランで、今年は例えばグリーンやライフ

等々に重点をするということを決めている。 

 要は、毎年、毎年、アクションプランで勝負しているということです。まさに中期目標

・中期計画はどこまで書けるかという問題はあるのですけれども、具体的なそのアクショ

ンプランのところでどれだけ工夫ができるかということをぜひ考えていただきたいと思っ

ております。 

 あと１点、中期計画とは特に関係はなくて、質問なのですが、例えば、本計画はできる

と５年間続きます。そうすると、今の時点では確かにJAXAを共管として経産省と内閣府が

追加になっただけですけれども、例えば、今年の年末に防衛大綱が新しくでき、いろいろ

な宇宙プログラムを防衛省が入れたことで、来年、防衛省も共管となったときに、中期計

画の中に防衛省の衛星というのは当然入っていません。中期計画の２年目や３年目に新し

く防衛省が共管になると、途中で中期計画は修正されるものなのでしょうか。 

○大江補佐  まず、総理指示といってお配りしたものが参考資料２にありますが、ここ

に「防衛大綱の見直しを踏まえ、安全保障政策と密接に連携すること」と書いてあります。

これをもう少し具体化して申し上げると、防衛大綱の見直しがあって、必要に応じて中期

計画を見直すということも、宇宙基本計画そのものも見直すということもあり得るという

ことでございます。それは状況の変更に合わせて中期目標や中期計画も見直されるという

ことだと認識しております。 

○続橋委員  わかりました。 

○多屋部会長  それでは、私もこの案を拝見いたしまして感じたことを述べさせていた

だきますけれども、第２期に比べては、やはり「産業」とか「国民に対する」とか、その
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辺のところが多く記載されているということが非常に望ましい案になっているのではない

かなとは思います。 

 中身を読ませていただきますと、皆さんおっしゃっていた中にも出てきたかもしれませ

んが、具体的な内容、実施主体がよくわからないことが現時点でちょっと心配でもあるし、

その辺りをきちんと実行していただかないと、産業振興の目的は国民の生活に対して役に

立たないのではないかと思うので、この中期目標の案の文言の中に記載することが難しい

のならば、別に、ＪＡＸＡの組織の中のどこが担当して、そこではどういう仕事を具体的

にしていくのかまで示してほしいなということを感じております。 

 ほかに、いかがでしょうか。 

○大江補佐  いただいたご意見について、お答えできるところとできないところがござ

いますが、中途半端な物言いになって恐縮ではございますけれども、お答えさせていただ

きます。 

 まず、最初に芦邉先生からいただきましたご意見でございますが、しごくおっしゃると

おりだと思っているところでございます。目標数であるとか、具体的な数値目標──具体

的なというところが、企業の目標であれば当然書かれているべきところがここには書かれ

ていないではないかというのは、まさにおっしゃるとおりでございますが、先ほど和田先

生に補足していただいた部分で、独法の中期目標・中期計画はかなり予算などとリンクし

ているものがございます。確実にとれないところを書いてというわけにはいかないという

こともごさいますし、さらに、これ自身も財務当局も含めて了解を得なければいけないと

ころがございまして、プロジェクトになっていないものについては、その方向性を書くと

いう形にならざるを得ないところがあるのはご理解いただければと思います。 

 多屋先生からもご指摘がありましたけれども、具体的にどうするのかというところが、

題目は今回いろいろ書かれてはいますが、本当にこれがプロジェクトになるのかとか、組

織に変更が起こるのかというところが一番重要だと思っております。ただ、そこにつきま

しても、今回、ご審議いただいている中期目標、そして、次回にご審議いただくことにな

る中期計画に書いてあるのはＪＡＸＡが取り組むことでございますので、そこは組織とし

て、中期目標、中期計画に書いてあることについてはアクションをすることになるという

ことでございます。 

 あとは、ここに取り組むと書いてあることとか、具体的にどうするのかという検討の過

程に、「連携し」と書かれているプレーヤーが徐々に参加するということは中期目標に書
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いてあることなので、実行されるのではないかと考えております。 

 また、芦邉先生のご意見のところに戻らせていただきますが、不明確というところは認

識し、何とか具体化に近づけていくべく、私どももＪＡＸＡや関係省庁とも話をしますが、

この中期目標の中だけではなく、中期計画であるとか、さらには年度計画であるとか、い

ろいろな場で何とかそれを形にしていき、その都度、先生方にご説明できればと思ってお

りますので、ご了承いただければと思います。 

 あとは、反映できるところ、できないところというのはあると思いますが、例えば、不

正を「抑止する」を「防止する」という記載に変えるであるとか、成果の還元の観点から、

産業界への成果のＰＲについての記載といった点は一度引きとらせていただいて、関係省

庁と調整させていただければと思っております。 

 続きまして、坂下先生からいただきました、利用が重要だということと、準天頂のニー

ズの取り組みというご意見のところでございますけれども、もちろんこれもＪＡＸＡが担

当する部分と各省が担当する部分がございまして、その中で、ＪＡＸＡに関しては今のと

ころ研究開発の部分を担当するということになっております。利用の促進についても、も

ちろん研究開発をする人たちも一緒になってやっていただくというのが望ましいと思って

います。ただし、基本的には、そこは内閣府や経済産業省、文部科学省、農林水産省など

の各省が連携して取り組むということを別の場所でも明確にしておりますので、ここは私

どもとしても取り組みたいと考えております。ＪＡＸＡにももちろんその中で取り組んで

いただくものと思います。 

 それから、オープンデータにつきましては、おっしゃるとおりで、そこもいろいろな場

で取り組みをしておりますので、引きとらせていただいて、ここでこういう形で取り組も

うと思いますということはご説明させていただきます。 

 リモセンにつきましては、人材育成、留学生の受け入れというところは、大きな方向性

としてもちろんやっていきたいと思っています。インフラ輸出についての関係省庁連絡会

議のような形で、ＪＩＣＡやＪＥＴＲＯ、ＪＡＸＡ等と一緒に議論しています。特に、Ｊ

ＡＸＡについては、インフラ輸出を手がける事業に対して、手助けでできる部分があると

思いますので、全省庁、国を挙げての方向性に従って取り組む事になると思います。新興

国に対しては、物を売るだけではなくて、長期的な関係をつくっていくための取り組みが

重要だという点について認識してやっていきたいと考えております。 

 続橋先生からいただきました宇宙基本計画における金額の明記というのは、おっしゃる



 

- 12 - 

とおりでございます。ただ、今、官需依存度９割以上の状況で、金額だけが増えたから、

その分産業が拡大したというよりは、現状の金額の中でも産業をもっと拡大していくとい

う方向に頭をつくろうというのが今回の宇宙基本計画でもございますので、もちろん皆様

のお力添えで大きくなるに越したことはないとは思っておりますが、その部分はそういう

事情でございます。確かに今後の線表などがなかなか書きにくいというところがございま

すが、ご理解いただければと思います。 

○続橋委員  この段階に至って、どうこうしろということではありません。そのような

宇宙基本計画に基づいてつくられるＪＡＸＡの中期目標というのも当然今ご提示いただい

たようなものだろうと思うのです。そこで、大事なのは、あいまいな記載となっているの

で、毎年、毎年、勝負していくことであり、そこをしっかりやるスキームが重要です。政

権交代もあり、宇宙関係に積極的な政権になりましたので、そこは毎年頑張っていけば、

計画も前倒しになるかもしれないし、予算もたくさんとれるかもしれないことから、毎年

のアクションプランをしっかり実施していくことが重要である、ということです。 

○大江補佐  毎年の予算配分については、内閣府のほうで経費の見積もり方針という宇

宙政策全般についての金額配分というのをとりまとめることになっております。これらは、

宇宙政策委員会という内閣府の諮問機関において議論することになっております。 

○武藤室長  そういうことではあるのですが、ご指摘のとおり、我々もそこに任せきり

とはこればかりも思っておりませんので、皆様のご指導をいただきまして、我々も努力さ

せていただきたいと思っております。 

○芦邉委員  私も続橋さんがおっしゃったことと全く同じでして、今、どこまで具体的

に書けるかというと、書けないところも多々あると思うのです。ですから、産業振興のよ

うなものを視野に入れて、アクションプランの中で例えば移転する技術を明確にしていく

ということを中期目標に書いておけばよくて、それで実際の活動の中で、じゃあ、今年度

はこういうものを技術移転するということを明らかにアクションとして掲げますよ、とい

う形で回していけばいいと思います。 

 さっき、添付資料のほうの説明を割愛させていただいたのですが、ＮＡＳＡが全部お手

本かというと、決してそんなことはないと思いますが、ＮＡＳＡでは技術移転の促進とい

うことで、各センターの中に、ライセンシング、パートナー開拓を担う部署を設置してあ

ったり、ＮＡＳＡ保有技術の民間移転を専門的に推進する企業として、モンタナ州立大学

にそういう企業をつくって仲介業者の機関として機能させているとか、中小企業の支援プ
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ログラムを通じて民間企業の技術開発の底上げを一緒に行っている。また、11のセンター

が保有する特許技術等の民間移転を促進するためのポータルサイトを開設して、ライセン

シング可能な技術を公開しているとか、こういうことが実際のアクションになってくると

思います。こういう取り組みを目指しますということが中期目標に書かれていれば、あと

はアクションでフォローしていくというのが一番プラクティカルだと思っています。 

○和田委員  もう１点だけ申し上げたいのですが、海外需要の獲得について、この書い

てあるものについてどうのという話ではなくて、かなり具体的に相手国を考えて需要を獲

得していかないとやはり難しいなと思うことが非常に多々ございます。特にＡＳＥＡＮの

国は非常に成長しておりますので、そういった科学技術も含めて、新興国として、衛星が

欲しいということもございますし、衛星関連技術の需要もかなりあると思うのです。 

 もちろんこれは宇宙産業室が既にやっていらっしゃることですが、ＪＡＸＡともぜひ一

緒によりマーケティングをやっていかないと、先方は割と自らのニーズに気づいていない

ということもございますので、そこはきちんとしたプランを立てて毎年やっていく必要が

あるのかなと考えております。この記載は宇宙基本計画にもございますので、これを内閣

府のほうで話し合うということになるかもしれませんけれども──インフラ輸出という形

で、具体的なアクションプランをつくって、一つ一つの国に対してマーケティングしてい

くことが重要なのかなと思っています。 

○大江補佐  まさに各国からの要望も、決して物だけ買いたいわけではないということ、

長く根づかせるということをいつも言われますので、これはもちろん経産省だけでもでき

ませんし、ＪＡＸＡのまさにブランドが重要であると思いますので、ＪＡＸＡと一緒に行

えたらと思っております。また、文部科学省を筆頭に、各省それぞれ各国とのコネクショ

ンがあるので、まさに先生がご指摘されたように、具体的なアプローチをするというとこ

ろを関係者で合意して進めていくということに取り組みたいと思っていますので、そこは

ぜひご指導いただければと思っております。 

○多屋部会長  確かに、実施するにはアクションプランというのは重要ですよね。アク

ションプランはどこが中心となってとりまとめるのでしょうか。 

○大江補佐  具体的にアクションプランもいろいろなレイヤーがございまして、今回の、

例えばＪＡＸＡが業務として何をするのかというところにつきましては、まず、毎年、こ

の中期目標の構成の中で何をするかというところをＪＡＸＡ側が中期計画としてつくると

いうのがございます。 
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 政府全体の宇宙政策としてということでのアクションプランになりますと、それは内閣

府のところでとりまとめることになりまして、その中で、経済産業省が担うもの、各省が

担うもの、ＪＡＸＡが担うものということで色が分けられることになります。 

○多屋部会長  本日は、この第３期中期目標案についてご審議をいただき、これについ

てこの部会で答えを出していくことになりますが、今、いろいろなご意見をちょうだいい

たしまして、この文案そのものでいいかどうか、あるいは、今、皆様からご意見を受けた

ことを反映したものを修正したほうがいいかどうかという点についてはいかがでしょう。 

○大江補佐  基本的にご意見を伺うということでございますので、いただいたご意見の

中で、まず、反映できるものがどうかというところは関係機関と調整させていただいた上

で、改めてご連絡はさせていただきたいと思っております。ただ、関係機関全体での調整

でございますので、できるものとできないものがあるということにつきましては、ご了解、

ご了承いただければと思います。 

○芦邉委員  １点だけですが、私は、不正は、「抑止」ではなくて「防止」だと思いま

す。「抑止」は意味をなさないと思います。掲げる目標は「防止」だと思います。出てし

まうということはあるのかもしれないですけれども。 

○多屋部会長  ほかにご意見はいかがでしょうか。 

○坂下委員  産業競争力の強化への貢献という節で、①基盤的・先端的技術の強化及び

国際競争力の強化への貢献という項目があり、その２～３行目に、「民間事業者の国際競

争力強化を図るため、宇宙実証の機会の提供等を行う」という文章があります。目標はこ

のような書き方になると思いますが、アクションプランの中で具体化する際には、『下町

ロケット』に代表される民間の衛星打ち上げなどへの協力などと明記されることを期待し

ます。 

 ○和田委員  この表現ぶりは、もちろんこういう目標ですから、このような形でいい

と思うのですが、先ほどの繰り返しになりますけれども、具体的なアクションプランみた

いなものがやはりどこかにないと、毎年、毎年、何をやっていくのだという話になります

ので、そこは別のところで、どのような形でアクションを起こしていくのかということを

みんなで合意することが必要なのかなと思います。 

○芦邉委員  質問ですけれども、10ページの経費の合理化のところで、「Ｏ％以上」と

ありますが、その「○％」というのは、いつ、どこで、どんなふうに決まるのでしょうか。 

○武藤室長  これは経済産業省の所管ではないので、直接やりとりをしているものでは
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ございませんが、現在財務省と調整しております。 

○多屋部会長  それでは、一通り意見を皆様からいただいたことと思いますので、本日

の部会はこの辺で終了したいと思います。 

 各委員からの意見を踏まえて、当部会としての意見は、今日の部会の意見なども反映し

ながら、修正のあり方も含めて、部会長に一任していただくということで、よろしゅうご

ざいますでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。本日は、ありがとうございました。 

                                 ――了―― 


