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第５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３月１３日 

 

○多屋部会長  皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきまして、まことにありが

とうございます。ただいまより、第５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の次期中期計画について、ＪＡＸＡ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、委員名簿、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から３、芦邉委員提

出資料の一枚紙でございます。 

 乱丁・落丁などございましたら、お知らせください。 

 それでは、議事に先立ちまして、武藤宇宙産業室長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

○武藤室長  ありがとうございます。武藤でございます。今日は皆様、お忙しい中お集

まりいただきまして、ありがとうございます。 

 先だってご審議いただいた中期目標を受けて、ＪＡＸＡの方で中期目標を反映した中期

計画の策定作業を進めてきたところでございます。今日はＪＡＸＡから中期計画案のご説

明をいただいて、委員の皆様からのご意見をいただくことになっております。 

 これは新しい宇宙基本計画のもとで最初の大きな節目となるものですので、ぜひ忌憚の

ないご意見いただければ幸いです。いただいたご意見踏まえ、我々の方でも関係者と調整

していきたいと思いますので、本日は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計画（案）についてです。ＪＡＸＡからご

説明をお願いいたします。 

○浜崎部長  よろしくお願いいたします。経営企画部長の浜崎と申します。本日、本来

は役員の小澤がこちらでご説明いたすべきところでございますが、誠に申しわけございま

せんが、海外出張になりまして、私がかわりにご説明させていただきます。よろしくお願
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いいたします。 

 お手元の資料で、中期目標につきましては、参考資料１の中期目標を４省庁の調整の後、

２月28日にＪＡＸＡにいただきました。それに対する中期計画の案を３月１日に４省庁に

ＪＡＸＡから認可申請させていただいてございます。本日は、その認可申請中の案につき

ましてご説明をさせていただきます。 

 この中期計画は、ご承知のとおり５年間をカバーするものでございますが、この中期計

画を３月31日まで各省のご意見、独法評価委員会の先生方のご意見を受けた後、改定いた

しまして、４省庁の認可を得た後で、今度は１年ごとの年度計画をＪＡＸＡで作成いたし

ます。それにつきましても３月31日までに、これを今度は各省庁に届け出することになっ

ております。その順番で作業を進めさせていただいております。 

 本日は資料１が中期計画でございますが、ご説明の都合上、資料２の左の欄に中期目標、

右の欄に中期計画ということで、対比表がございますので、こちらを用いてご説明させて

いただきたいと思います。 

 最初に、構成でございますが、１ページ目に目次がございます。この目次につきまして

は、第３期の中期計画からは法律が変わりまして、宇宙基本計画に基づいて中期目標がつ

くられ、それに基づいて中期計画をつくるということになりました関係上、目次の構成立

てもほぼ宇宙基本計画に準拠したものとなっております。 

 中期計画のほうでございますが、大きく分けまして、前文の後にⅠ．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、それ

から、次のページの頭ですが、Ⅱ．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、それ以降、予算、短期借入金、不要財産の処分、重要な財産の譲渡、剰余金、

その他主務省令で定める業務運営に関する事項等を記載しております。 

 対比していただきますと、中期目標にはない事項で、特に予算のところ、それから短期

借入金の限度額等がございますが、こちらにつきましては、財務省との協議を文科省を通

じてやっていただきました。その中で、独立行政法人は一般的にすべての独立行政法人で

書くべき事項ということで、これまでの中期計画にも記載している事項でございます。 

 続きまして、２ページの最後のところになりますが、まず中期目標につきましては、頭

のところは日付だけでございますが、中期計画につきましては、前文をつけさせていただ

いております。これにつきましては、機構の計画書ということから、これまでの第１期、

第２期の概観と第３期の基本的な方針を記してございます。 
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 ３ページの上の四角のところでは、機構はその役割を十分認識し、成功を継続し、与え

られた目標の実現に向かって果敢に挑戦していくこと。それから、これまでの成果を踏ま

え、関係府省、関係機関、民間事業者と連携しつつ、発展に貢献すること。それから、長

期的・国際的視野に立って宇宙・航空分野の研究開発及び利用を戦略的に推進するという

基本方針を述べさせていただいてございます。 

 次に、３ページのところで、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、基本的な構成は、中期目標で与

えられました項目を参照しつつ、それをさらに具体化する部分を追記するというようなス

タイルを基本に書いております。 

 ４ページの一番上のところの最後の２行でございますが、なお、本中期計画に基づく各

事業年度の業務運営に関する計画、先ほどご説明しました年度計画を定めて、これに基づ

き業務を実施するということを追記させていただきました。 

 続きまして、具体的に宇宙利用拡大と自律性確保のための社会インフラの章でございま

す。 (1)は測位衛星でございまして、内閣府のほうで整備される実用準天頂衛星に向けま

して、現在、ＪＡＸＡが打ち上げまして運用いたしております「みちびき」について運用

を継続すること。それから、関連する研究開発に引き続き取り組むことを記載してござい

ます。 

  (2)がリモートセンシング衛星でございまして、ここの章は少し構成を左右入れかえて

おります。まず、リモートセンシング衛星の章につきましては、①で防災等に資する衛星

の研究開発等、②で衛星による地球環境観測、次の６ページ、一番下でございますが、③

としてリモートセンシング衛星の利用促進等というように３つの項目に分けました。 

 中期目標のほうではこのような章立てはございませんけれども、特に中期目標、左の欄

の４ページの上から２行目のところにありますリモートセンシング衛星データの利用促進

のところは非常に重要だと考えておりまして、これにつきましては③のところに移しまし

て、まとめて記載いたしております。そこの部分を充実させていただいたということで、

若干、この構成が標準パターンとは異なっておりますが、ご留意ください。 

 ここにつきましては、まず①の防災等に資する衛星につきましては、我が国の防災等に

資するため、必要なリモートセンシング衛星の研究開発を行うこと。 

 ５ページの上から５行目ぐらいになりますけれども、中期目標でご指示いただきました

ＡＳＥＡＮ防災ネットワーク構築構想等に貢献するということから必要な技術の開発を行
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いまして、衛星コンステレーションとして、複数の衛星による一体的な運用をするという

ことを目指した衛星開発に取り組むということを記述しております。 

 同じく上から８行目に、具体的にはということで、さらに具体的に現在、運用中のデー

タ中継技術衛星ＤＲＴＳの名前、それから開発中の陸域観測技術衛星２号の項目を明確に

設けまして、そこにおのおのについてやることを記述してございます。 

 この項の最後のところでは、これらの衛星運用やデータ提供を通じて、ＡＳＥＡＮ防災

ネットワーク構築構想、あるいは現在も進んでおりますアジアの防災監視のためのセンチ

ネルアジア、あるいは国際災害チャータ等の枠組みに貢献することを記述してございます。 

 ５ページの下のほうの②では、衛星による地球環境観測ということで、全球地球観測シ

ステム10年実施計画に定めております衛星の開発、運用の項目についての記述でございま

す。 

 ５ページ一番下の（ａ）から６ページの（ｈ）に係るところまで衛星名を具体的に掲げ

まして、衛星ごとに５年間で実施することを書いてございます。特にＡＬＯＳ―２、ＧＰ

Ｍ／ＤＰＲ、ＧＣＯＭ―Ｃにつきましては、今期中期計画中に打ち上げを行うこと。それ

から、ＥａｒｔｈＣＡＲＥにつきましては、センサは日本でつくり、衛星はヨーロッパで

打ち上げますので、海外の協力機関にこのセンサを引き渡すこと。それから、温室効果ガ

ス観測技術衛星２号につきましては、本中期計画期間中の打ち上げを目指した研究開発を

行うことを計画として記述してございます。 

 ６ページの一番最後のリモートセンシング衛星の利用促進等のところにつきましては、

これに加えて国民生活の向上、産業の振興等に資する観点から、社会還元を目指してユー

ザへのデータ提供、それから民間、あるいは関係機関と連携した利用研究・実証、さらに

は新たな利用ニーズを反映した衛星・センサの研究開発を行うということを記述してござ

います。 

  (3)は通信・放送衛星でございまして、この中では通信・放送衛星の大型化の動向を踏

まえて、大電力の静止衛星バス技術といった技術開発を行うことを記述してございます。 

 次にまいりまして、８ページは宇宙輸送システム、ロケットでございます。この中では、

主に３つの項目に分けまして、基幹ロケット、現在、主力ロケットでございますが、Ｈ―

ⅡＡ、Ｈ―ⅡＢロケットにつきまして、その高い成功率を維持すること。さらに、それを

高度化して打ち上げ能力を維持向上させることを計画として記述いたしました。 

 また、固体ロケットにつきましては、本年度、打ち上げを予定しておりますが、イプシ
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ロンロケットの打ち上げを行うこと。これを高度化して、さらなる低コスト化を目指すこ

とを記述いたしました。 

 さらには、将来の輸送システムといたしまして、液化天然ガスの推進系、それから再使

用型輸送システムなどの研究開発を引き続き行うことを記述いたしました。 

 ９ページの一番上の四角の最後の２行でございますが、これらの宇宙輸送システムのあ

り方につきましては、宇宙戦略室を中心に、政府のほうで将来のあり方について総合的検

討を本年度以降、実施するということが示されておりますので、その検討に私どもは貢献

させていただいて、決まった後、その必要な措置を講じると計画いたしております。 

 次の項、大きな２ポツでございますが、将来の宇宙開発利用の可能性の追求ということ

で、 (1)が宇宙科学・宇宙探査プログラムでございます。これにつきましては、まず大学

共同利用システムを基本とした学術研究ということで、宇宙理学、宇宙工学の分野を中心

に、各大学等の力も使わせていただきながら、プロジェクトを進めるということをうたっ

ております。 

 ②では、具体的なプロジェクトといたしまして、11ページにございますような（ａ）か

ら（ｋ）までの衛星の運用、さらには開発を行うということを記述しております。 

 （ｆ）のＰＬＡＮＥＴ―Ｃにつきましては、11ページの下にございますように、今中期

計画期間中に金星周回軌道に投入すること。それから、（ｈ）のＡＳＴＲＯ―Ｈ、（ｉ）の

惑星分光観測衛星、（ｊ）のジオスペース探査衛星、次のページになりますが、さらに

（ｋ）の「はやぶさ２」につきましては、本中期計画中に打ち上げを行うこと。それから、

（ｇ）のＢｅｐｉＣｏｌｏｍｂｏ／ＭＭＯにつきましては、海外の協力機関に引き渡すこ

とを中期計画期間中に計画いたしております。 

 12ページのイにつきましては、国際宇宙ステーション搭載装置及び小型飛翔体というこ

とで、宇宙ステーションに載せます搭載装置、あるいは小型ロケットなどの研究を継続す

ることなどを記載してございます。 

 13ページにまいりまして、 (2)の有人宇宙活動プログラムのところにつきましては、国

際宇宙ステーション及び宇宙ステーション補給機の運用を着実に実施すること。 

 13ページの下のほうでは、その運用、利用の一環として、特に下の３行目のところでご

ざいますが、具体的には生命科学、宇宙医学及び物質・物理学分野の組織的研究を推進す

ること。それから、産業化等も含めて非常に有望といわれておりますたんぱく質結晶生成

等への重点化を行うことを記述いたしました。 
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 14ページには、さらに続けましてＨＴＶ、宇宙ステーション補給機の運用をすること、

将来的な有人宇宙活動を進めること、宇宙太陽光発電研究開発プログラムを進めること等

を記述いたしております。 

 14ページの最後の項は航空関連でございまして、これにつきましては、環境と安全に関

する研究開発の重点化を進めるという基本方針のもとで、15ページにございますような３

つのプロジェクト、次世代ファン・タービン、次世代旅客機の騒音低減、ウェザー・セー

フティ技術等を中心とした研究開発を進めること等が記述されております。 

 16ページ以降が一国のプロジェクトにまたがる横断的事項でございます。この中の１項

目といたしましては、利用拡大のための総合的な取り組みといたしまして、①に産業界、

関係機関及び大学との連携・協力をうたっております。中期目標で示された事項に加えま

して、16ページの真ん中より少し下ですが、利用料に係る受益者負担などを考えて、技術

移転の件数については年60件程度、施設、設備の供用件数については年50件程度という数

値目標を記載してございます。この数値目標につきましては、第２期で示した目標では、

ほとんどその数字をアップデートして記述するという方針といたしまして、数値目標を従

前の例に倣って記述しております。 

 次のページにまたがるところでございますが、共同研究件数につきましても年 500件以

上とするというような目標を定めてございます。 

 17ページの②でございますが、ここが法律改正に伴って今回追加した部分でございます。

人工衛星等の開発、打ち上げ、運用等の業務に関し、民間事業者の求めに応じて、援助、

助言を行うということでございます。まだ具体的な項目等が現在では見通せませんので、

現時点では中期目標と同じ記述となっております。この辺のところは、今後、具体化して

きた項目が出た場合には、必要に応じて改定をさせていただきたいと考えております。 

 続きまして、技術基盤の強化及び産業競争力の強化への貢献という章でございまして、

①の基盤的・先端的技術等の強化及び国際競争力強化への貢献というところでは、４行目

からになりますが、特に民間事業者の国際競争力強化を図るために、宇宙実証の機会の提

供等を行う。民間事業者が開発した機器を宇宙で動かして、実績をつくるということに対

する支援でございます。 

 また、このために必要となる関係機関及び民間事業者との連携枠組みについて検討して

いきたいと考えております。 

 17ページの一番下の２行でございますが、宇宙用部品の研究開発に当たりましては、部
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品の枯渇、今使っている部品が生産停止になるということの対応、それから、例えば民間

事業者の撤退等によりまして海外への依存度が増えている部分がございます。ここにつき

まして、これらの問題解決に向けた検討を行う必要な措置を講じるということを入れさせ

ていただきました。 

 18ページにまいります。特に４行目からになりますが、我が国のすぐれた民生部品、あ

るいは民生技術の宇宙機器への転用を進めるということで、今後、政府が一体となって試

験方法の標準化や効率的な実証機会の提供等を検討されるということを伺っております。

それに対しまして、ＪＡＸＡといたしましては、技術標準文書を現在でもつくりまして広

く公開させていただいておりますが、これの維持と向上、それから、先ほどと繰り返しに

なりますが、実証機会の提供等の検討を通じて貢献していきたいと思っております。 

 次の章が基盤的な施設・設備の整備でございます。これはロケットとか衛星の追跡、管

制等の設備がございまして、これの老朽化がかなり進みまして、いろいろな点でコストの

増加圧力になっております。これにつきましては、整備計画を適切に設定して対応してお

りますが、例えばロケット打ち上げが中断しないように、適切に対応していきたいと考え

ております。 

 また、老朽化が進む深宇宙局の更新、これは臼田にございます大きな64メートルのアン

テナですが、非常にコストもかかりますが、大分老朽化が進んでおりますので、ここにつ

きまして検討を進めて、必要な措置を講じることといたしたいと考えております。 

 18ページの一番最後、 (3)から始まりますが、宇宙を活用した外交・安全保障政策への

貢献と国際協力という章でございまして、これに関しましては、具体的に①、②と分けま

して、宇宙を活用した外交・安全保障への貢献、それから、これも進めてまいりました国

際協力等について、少し具体化して記述させていただきました。 

 次の20ページでございますが、 (4)相手国ニーズにこたえるインフラ海外展開の推進と

いうことで、相手国のニーズにこたえるため、関係府省との協力を密にしつつ、人材育成、

技術移転、相手国政府による宇宙機関設立等への支援を含め、政府が推進するインフラ海

外展開を支援するということを中期目標どおりに記述いたしました。 

 インフラの海外展開につきましては、基本的に企業が企業活動を中心に政府がそれを支

援するということがございまして、ＪＡＸＡに対して特に期待が大きい部分が人材育成、

技術移転、それから相手国政府による宇宙機関設立への支援と伺っておりますので、そう

いう部分でこのような活動を支援させていただきたいと考えております。 
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 その他、人材育成、大学院教育、青少年への教育ということを記述いたしまして、特に

青少年への教育のところでは、連携校の数など、数値目標を記載いたしました。 

 22ページ、 (7)で持続的な宇宙開発利用のための環境への配慮というところで、宇宙ご

み、デブリ等から人工衛星等を守るための方策の検討、さらには、これらの宇宙ごみを除

去する技術の研究開発などを実施していくことを記載いたしました。 

 それから、情報開示の部分では、特にウエブサイト等を使っておりますが、その中で国

民や民間事業者に対してわかりやすい情報開示を行うということを追記しております。 

 24ページになりますが、契約の適正化の章でございます。特に昨年度、不正請求事件が

起きまして、それに対する対応をいたしてまいりました。契約の仕組み等についても改善

を図ってきております。これらの努力を一層続けて、過大請求の抑止と早期発見のための

取り組みを強化したいということを計画の中に含めてございます。 

 次に、業務の合理化・効率化、人件費の合理化・効率化、それから情報技術の活用等に

ついて、基本、中期目標にほぼ沿った形で計画に記述してございます。 

 その先、26ページのⅢからは予算の章でございます。これにつきましては、財務省と協

議事項になっておりまして、文科省を通じて現在も財務省と協議が進んでおります。です

ので、ここら辺の数字につきましては、今後の協議によって若干変わることが予想されて

おります。 

 この書き方でございますが、ご留意いただきたいのが、中期計画の実施内容とこの金額

の積算というのが必ずしも１対１に対応していない形になっております。財務省からのご

指導によりまして、平成25年度、要するに初年度の予算をもとに、それを５倍してつくる

のが基本ということでつくる仕組みになっているということでございますので、そのよう

なやり方で作成いたします。そういたしますと、中期計画に書いていることの内容として

は、必ずしも１対１には対応しないということになりますので、その点はご留意いただけ

ればと思います。 

 28ページの一番上のところに、注１がございます。ここに書きました収入、支出以外の

項目といたしまして、特に情報収集衛星関連の内閣官房からの受託業務、温室効果ガス観

測技術衛星につきましては、環境省からの受託業務、内閣府からは測位衛星、実用準天頂

衛星の支援にかかわる契約等が予定されております。 

 もう１つ、米印でございますが、温室効果ガス観測技術衛星につきましては、文部科学

省と環境省の共同事業ということで、開発及び運用経費については、両省の役割分担に基
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づきまして、総額の折半を計画しているということを伺っておりますので、それを記述い

たしました。 

 小さい金額のものについてはここに記述するということは考えておりませんが、衛星の

開発に伴うような大規模な受託がある場合には、こちらのほうに記述をさせていただくと

いうような形で改定をお願いするということを考えてございます。 

 その後、収支計画、それから資金計画等でございますが、これにつきましては独立行政

法人、大体、共通の書き方で記述いたしました。 

 さらには、短期借入金、独立行政法人は制度上、必要な場合に、例えば国からいただい

ている予算で、短期的に資金がショートした場合には借入金をすることが認められており

ます。それの限度額につきましては、中期計画で定めることになっておりますので、そこ

についてはこの数値を提案させていただいておりまして、財務省とも協議をさせていただ

いております。 

 不要財産等の処分に対する計画、それから財産の譲渡計画、現在、こちらについてはご

ざいませんので、なしという記述をさせていただきました。 

 施設・設備に関する更新計画等につきましては、トータルの予定額を入れてございます。 

 その他、人事に関する計画、安全・信頼性に関する計画等につきましても記述をいたし

ております。 

 ページ数が多い中で、省略して説明して申しわけございません。ご説明、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、

芦邉委員よりご説明をお願いいたします。 

○芦邉委員  Ａ４縦１枚で事前にコメントをまとめてきました。これは、ただいまご説

明いただいた対比表のページに沿った形でまとめております。 

 例えば、一番上でございますが、13ページの (2)有人宇宙活動プログラムの①国際宇宙

ステーションというところで、ＩＳＳ計画への参加について、不断の経費削減に努めると

書いてあります。基盤技術の開発の面からは、必ずしも効果を定量化することは困難だろ

うと考えますが、ＩＳＳの参加によって産業振興への寄与が仮に想定されるようであれば、

効果を定量化するとともに、費用対効果を可視化する必要があるのではないかというよう

な意見でございます。 
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 以下、16ページの横断的事項というところで、ＪＡＸＡオープンラボ制度についてです

が、現行では技術等を活用して宇宙航空分野発の新しいビジネスモデルを創出するビジネ

ス提案制度があると理解しております。今後、民間の産業競争力を強化していくに当たっ

ては、産業界から広くテーマを含めた提案型公募を積極的に推進していくということも考

慮してはいかがかという意見でございます。 

 ３点目、同じく横断的事項でございますが、技術移転件数については、量だけではなく

て、質も非常に重要なのだろうと想定しています。これはどうやってはかるのかちょっと

難しいのですけれども、例えばのアイデアなのですが、ライセンス契約における契約料の

総額が質の高さに比例するのであれば、そのようなものを目標として設定してみてはどう

でしょうかという提案でございます。 

 次、共同研究については 500件というように書かれていたのですが、私の理解が正しけ

れば、前回の中期計画においてもたしか 500件と指標が定められていたので、今回、より

強力に推進するということに当たっては、例えば 550件とか、少し引き上げてもいいのか

なと感じました。 

 ５点目でございます。民間に提供する宇宙実証の機会について、定量的な値を示すべき

ではないか。日本の産業振興に資することを示すためにも、現状より拡大した数値として、

例えば実証規模とか実証数といった定量数値を示すのも１つのアイデアかなと思いました。 

 ６点目は、ＪＡＸＡというよりは、経済産業省にお願いする内容かもしれませんが、海

外への依存度が高い技術について、国内企業からの導入を促進とあります。そもそも国内

企業、特に中小企業までを含めた形での技術のポートフォリオがどういう形でマッピング

されているのか正確に把握されているかどうか不明だったので、もしその辺が未知数であ

れば、技術ポートフォリオを整理することが重要ではないのかなと。その上で、初めて中

小企業が参入しやすいような環境整備等が企業のリスクをヘッジできるような仕組みとい

うものが生きてくるのと感じました。 

 ７点目でございます。相手国のニーズを把握しているのか。やはりニーズを把握すると

いうことは非常に重要でして、刻一刻と変化していくニーズもございます。こういったニ

ーズに相応するインフラの抽出を行うことなども必要ではないかと感じた次第でございま

す。 

 ８点目は、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、分析を強化し、

関係者に対して情報提供とありますが、これも同じく産業振興に資するためにも民間との
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ネットワークを強化し、民間のニーズを収集することも必要であるということで、何か窓

口みたいなものがあってもいいのかなと思います。 

 ９点目は、漠とした感想になりますが、情報開示・広報の記載が国民に対して理解を得

ることが主体になっているように見受けられるので、これに加えて産業振興の観点からも

ＪＡＸＡが非常に大きく貢献できるということを、ＰＲ、成果発表を通じた民間事業者の

活用をうながすといった趣旨も含めメッセージとして強調してもよろしいかなと感じまし

た。 

 10点目は、ささいなことなのですけれども、ウエブサイトを通じての情報開示、広報活

動に当たっては、独自のサイトの充実化も非常に重要ですが、広く国民がアクセスしてい

る環境に動画をアップロードしたり、所有する衛星の画像などをアップすると、非常にポ

ピュラーになるのではないかなと思った次第です。 

 最後、限られた予算で効果的に実施するためには、他団体の成果は可能な限り流用すべ

き。よって、事業内容の重複は配慮するといった表現ではなくて、事業内容の重複は可能

な限り排除していくという強い表現にしてみるのも１つの案かなと思いました。 

 以上でございます。 

○多屋部会長  ありがとうございます。 

 これから次期中期計画案についてご審議をお願いするわけですけれども、今の芦邉委員

の意見に対して、ＪＡＸＡから何かあればお願いします。 

○浜崎部長  いただきました意見につきまして、幾つか定量的なバックデータもござい

ますので、後ほど文書にてご回答差し上げたいと思います。 

 今の時点で幾つかコメントだけさせていただきたいと思いますが、まず最初の、産業へ

の寄与について効果を定量化するということでございますが、実際はなかなか難しい面が

ございます。特に、これは中期計画でございますので、独立行政法人評価に対する私ども

のコミットメントになりますので、ちょっと怪しい、達成の難しそうな数値は書くのに躊

躇するということがまずございます。 

 それから、今、国際宇宙ステーションについては、創薬とか材料をつくるということを

行っておりますが、初期の段階といたしましては、まず科学的な解明が先立っておりまし

て、これから企業が産業化のためのいろいろな試みをしようというフェーズにようやくな

ってきております。それにつきましては、有償利用の枠組みをつくろうとしております。

特に産業界から強いご要望がございますのが、今は科学利用ですので、成果の公表という
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のが前提になっております。それで可能な部分もありますが、産業界としては、あるとこ

ろが競争上、成果を公表しないで、有償でもいいから使えるような仕組みをぜひ欲しいと

いうご要望がございまして、今その制度づくりをしている真っ最中でございます。 

 ということで、そういう制度づくり等には積極的に取り組んでまいりますが、定量的な

目標を数字で示すのは現時点では少し難しいかなと考えているところでございます。 

 それから、オープンラボにつきましては、ビジネス提案制度がございます。これにつき

ましては、２つ方法がございまして、ＪＡＸＡのこれまで開発してきた技術を使って、ス

ピンアウトという形で新たな仕事を民間のほうで起こしていただく仕事。それから、逆に

民間でこれまで培ってきた技術を宇宙用に使えないか、転用できないか、オープンラボの

中で２つの方向を同時に追いかけておりまして、おのおの公募によりましてこれまで進め

てきております。 

 特に中小企業等からの応募が非常に多くて、幾つか成果が上がってきておりますが、な

かなか時間もかかりますし、じっくりとした取り組みが必要ということでございます。Ｊ

ＡＸＡの中では産業連携センターというところで、実際のコンサルタントも含めて、今か

なりの人数を使ってやっているところでございます。 

 そういう中で、制度のより推進ということにつきましては、今後も努力してまいりたい

と思いますが、具体的な指標というのが、これまでをみてもすぐ産業化できるものはなか

なか少なくて、年度によって大分でこぼこの差がございますので、今、独立行政法人の公

約として数値を定めるのはなかなか難しいかなと感じております。 

 それから、全部お答えしているとお時間がないので、技術移転件数も件数については大

体同じなのですが、金額は実際かなりばらついております。大体ロイヤリティーのパーセ

ンテージを決めて、一件一件、ＪＡＸＡの貢献度を考慮して料率を決めるというようなや

り方をしております。料率はかなり低目に抑えているということもありまして、金額につ

いて、内部目標として設定することはできると思いますが、かなり変動のある数値になり

ますので、そこのところは中期計画レベルの公約としてはちょっと厳しいかなという感じ

がしております。 

 ということで、全部は今お話しできませんので、あと重要なところで申し上げますと、

６番、技術のポートフォリオを整理、把握することについてのご指摘でございます。現時

点では、特に宇宙機器を開発している企業とは定期的に情報交換いたしております。その

ツールといたしまして、ＪＡＸＡの技術ロードマップというものをつくりまして、これに
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は粗いものと細かいものがございます。粗いものにつきましては、技術の全体が概観でき

るように、今から10年程度かけて、どんな技術に取り組むか。それから、一つ一つについ

てはもう少し細かい技術ロードマップをつくっておりまして、それを使って企業の方と情

報交換しながら技術開発計画を練るという作業を現時点でも行っております。 

 ただ、宇宙関連以外の企業も含めて、すそ野は相当広いはずですが、そこまでのところ

はなかなかやり切れていないのが現状でございます。そういうところが、もし何かの形で

うまくつながれば、いろいろなネタを考えるときに非常に強力になるかなと思いますが、

現在、私どもが技術ロードマップをつくっておりまして、経済産業省のほうでも類似のも

のをつくっておられることから、これから経済産業省とはご相談をして、その辺の情報交

換と、一本化がすぐにできるのかどうかよくわかりませんが、調整をさせていただくとい

うことまでお話はさせていただいております。 

 そのようなところで、後ほど、ほかについては文書回答させていただくというようにさ

せていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○芦邉委員  はい。 

○多屋部会長  ありがとうございます。 

 それでは、ほかの委員の方もご意見おありになると思いますので、どうぞご意見をお願

いできればと思います。お願いします。 

○和田委員  ４ページのリモートセンシング衛星の防災等に資する衛星の研究開発等と

いうところにつきまして、ＡＳＥＡＮ防災ネットワーク構築構想という記載がありますが、

私どもＪＩＣＡもこの構築の進め方について検討しているところです。 

 具体的には、衛星開発に取り組む、運用される、データ提供されるといったことをこち

らで掲げられているのですけれども、それ以外に、この構築について、どういった具体的

な貢献を考えられているのかということについてご質問させていただけますでしょうか。 

○浜崎部長  まず、ＡＳＥＡＮ防災ネットワーク構築構想というのは、政府のほうで進

めていらっしゃるのは構想でございまして、まだ具体的に規模とか実施内容がすべて詳細

には決まっていない、これから詳細が検討される段階だと伺っております。 

 私どもは、この段階の中で、これについてどこまで踏み込んで書くか随分議論があった

ところでございますが、宇宙基本計画の中でも重点的に扱うこと、中期目標でも重点的に

扱うという高い目標をいただきましたので、中期計画として書いております。 

 ただし、残念ながら現状で、先ほど申し上げたように規模、どの相手で、どの範囲を、
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またその中でＪＡＸＡがどの部分を担当するか、まだ詳細には政府のほうでもお決めにな

っていない状況と認識しておりますので、私どもがまずやりますことは、これまでのいろ

いろな知見、それから防災関連でも、例えば「だいち」のデータを使う枠組みとして、国

内では内閣府の防災担当を中心に、各省庁間の防災の連絡会をつくっていただいておりま

して、その中でＡＬＯＳのデータのご説明をしたり、データをお配りしたり、各省庁のご

要望を伺う枠組みを使わせていただきました。そのほかにもアジアの諸国とはセンチネル

アジアという枠組みをつくって、衛星データの無料の交換をずっとしてきましたし、技術

交換もしてまいりました。 

 また、世界的には、もう１つ上の国際災害チャータというのがありますので、その中で

かなりＪＡＸＡとしては積極的な活動をいたしておりまして、２年前の東日本大震災のと

きにも、ＪＡＸＡがデータを出し続けていたので、お返しと思いますが、海外からずっと

 5,000シーンを上回るようなデータを提供いただきました。この中でいろいろな情報交換

とかノウハウをいただきましたので、それを政府の防災ネットワーク構築構想のところに

提供させていただいて、まず政府の仕組みづくり、あるいは概念設計などに貢献させてい

ただくというのが当面の一番大きな活動ではないかと思っております。 

 その後で、政府のほうで全体構想が決まって、あるいはＡＳＥＡＮ等との調整があって、

仕組みをつくった後で、今度はＪＡＸＡの分担がまた議論されるのだと思います。そのと

きにはまた、今度は技術的なところでどういう分担が可能か、どのようなものができるか

というような形で調整させていただいて、実際、開発に入るのはその後というようなイメ

ージでございます。 

 ということで、１年目は、特に本年度のところは今申し上げたようなところが中心にな

ろうかと思っております。 

○多屋部会長  お願いします。 

○続橋委員  何点かあります。まず、資料２の５ページの右側の２行目の最後のその際

から始まるところですが、“他機関の衛星と協調することにより、――同種のセンサによ

る継続的なデータ提供と高い撮像頻度を目指す”と書いてあります。継続性の確保とか頻

度を上げるということは非常にいいと思うのですけれども、よく読むと、“他機関の衛星

と協調することにより”という枕詞がついていて、協調しないとできないと読めなくもな

いのかなという感じがします。 

 具体的にいうと、例えばＡＬＯＳ―１とＡＬＯＳ―２の間に断続期間が出てしまうとか、
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現実のことを考えると日本だけで行うのはなかなか難しいので、結局は他の国などと協調

しないとできないということなのかなと思ったりもするのです。日本だけで継続的なデー

タの提供に努めていただきたい。さらに、いろいろなところと協調しながら、それに厚み

をつけていくというように進めていただくとありがたいというのが希望です。これが１点

目。 

 続いて、７ページの右側のところで、データの利用についていろいろ書いてあります。

新たなニーズに即したと書いてあって、それは非常にいいことなのですけれども、衛星の

データは、万人が使いやすいものではなく、使おうとするまでのハードルが非常に高いと

聞いています。インターネットでぱっと開けば使えるような、とりあえず入門編みたいな

形で、ニーズを掘り起こしていくことに努めてもいいのかなという感じがいたします。み

んないろいろ使っていると、とんでもない使い方が出てきたり、いろいろな用途に広がっ

たりするのではないかという感じがします。これが２点目。 

 ３点目は、飛んでいただいて17ページの下のほうで、①の基盤的・先端的技術等の強化

及び国際競争力強化への貢献というのがあります。この中で、いろいろ書いてあるのです

が、要するに民間の利用開拓とか海外の需要獲得のために取り組んでいきますということ

が書いてあります。 

 一方で、ページを飛んでいただいて、20ページの (4)相手国ニーズに応えるインフラ海

外展開の推進では、ここは外交というような区分けになっているので、ＪＡＸＡとしては

相手国のニーズに応えるために、宇宙機関の設立等々いろいろ取り組んでいきますという

ことを記載しているのだと思います。ぱっと読むと、産業化ということと競争力強化とい

うことと海外市場をとってきますということが書いてあって、海外市場をとるときに、官

民が連携していろいろ取り組んでいきますと書いてある。トルコの衛星などもそうなので

すけれども、相手国は政府対政府で、宇宙局をつくるために協力してくれたら衛星を買う

みたいな話が結構出てくると思うのです。ベトナムもそうです。そうすると、これらの記

載は別々のところにありますが、これらは裏表というか、両方協力してやるべきこととい

う感じがするので、どっちに合わせるのか、あるいは冗長的になりますけれども、両方書

くのでもいいかもしれません。官民が連携して海外の市場をとってくるのだということが、

ばらばらではなくて、もう少しわかるようになればいいと感じました。 

 以上です。 

○浜崎部長  では、順次お答えいたします。まず、１番のところでございますが、他機
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関と協調し、高い頻度でというところ、５ページの上でございます。まず、これは中期目

標でいただいておりますので、この意味の詳細がどういうこととかというのは、いまいち

私どもも完全にはつかみ切れていないところが正直ございます。 

 私どもの理解で申し上げますと、自らの衛星で同一同種のセンサということで、極力高

い撮像頻度をＪＡＸＡの衛星としてもまず考える。これが１番。 

 その次の他機関の衛星と協調するというのは、具体的には経産省で取り組んでいらっし

ゃるＡＳＮＡＲＯのことをイメージして記述しております。現在、経産省のほうでもお考

えを伺っておりますＡＳＮＡＲＯとＪＡＸＡの衛星とを協調運用する。例えば、災害発生

時等に、同じところを高い頻度で見る必要があったり、あるいは広い地域を見る櫃要があ

ったり、場合によって、災害の種類とか起き方によって多分いろいろな違いがある。現在

は運用が両機関の間で協調的には行われておりませんので、そこを協調するような仕組み

について必要だということを、経産省のほうでもお考えということでございますので、そ

こにつきまして、私どもも連携をさせていただきながら、少なくともＪＡＸＡの衛星と国

内の他機関の衛星、例えば大学等でやっていらっしゃる防災衛星も含めて、極力、協調体

制がとれるような仕組みについて、積極的に検討する。 

 その中では、例えば運用の仕組み、各機関の衛星の運用状況等を正確に把握していない

と計画を立てられませんので、それらの仕組みづくりをどうするかというあたりが技術課

題。 

 あと、今後のセンサをつくるに当たっては、お互いのどこの波長帯を同じ性能にするか、

あるいは別の性能にして補い合うかというような役割分担とか、そういうことも将来はぜ

ひ考える必要があるかなと思っております。 

 それでも足りない部分は、先ほど申し上げたもっと緩い枠組みになりますが、国際災害

チャータ等でお互いを助け合うというような何段階にもなりますが、特に防災については

そのような仕組みをどんどん構築していきたい。ちょっと手薄だった国内の連携のところ

について、重点的に進めていくという趣旨でここは記述させていただいたというのが私ど

もの理解でございます。 

 ２つ目のご質問の７ページのところでございますが、ここにつきましては、確かに一般

の方からもリモセンのデータはなかなか敷居が高いということは時々指摘を受けておりま

す。私どもでも、例えばウエブサイトの中にそういう説明を入れたり、いろいろなところ

で企業の方、あるいは特に地方自治体の方等を中心にしたセミナーとか、トレーニングプ
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ログラム等を現在、各種用意してやっております。 

 ただし、それでもまだ不十分ということもございまして、これについては今後ともより

データを利用しやすく、敷居を低くする取り組みを続けていきたいと思います。 

 こちらに関しては内閣府宇宙戦略室のほうでデータ利用促進プラットフォームという活

動が進んでおりまして、これもまさに今ご指摘があったようなことを目指していらっしゃ

ると伺っております。日本の各機関の有している衛星データの検索が一発でできるように

して、そこを中心に、そこからワンストップショッピングでほかのいろいろなところのデ

ータが入手できるようにする。さらには、その中で非常に簡単な解析については、プラッ

トフォームに乗せられた機能で無料でできるようにする。多少、精度は粗いけれども、い

ろいろなことができるようにするということで、現在、開発が進められております。それ

につきまして、ＪＡＸＡといたしましても、データの提供等の便宜を図らせていただいて

おります。ですから、ＪＡＸＡは自分でも行いますが、こちらの内閣府の活動等もその面

でおこたえはできるかなと思っております。 

 ３つ目のご指摘ですが、２ヵ所に分かれているということです。書き方でございますが、

まず技術開発のところ、17ページに書きました趣旨は、私どもは技術開発を中心にしてお

りますので、いろいろな衛星の技術開発を民間企業と共同でやっております。その中で、

企業が同じようなものを売りたい、あるいは改良して売りたいケース等がございます。そ

のときにサポートをしていこうというのが、まず17ページに書いたところでございまして、

もちろん売り込みにもなりますが、基盤的、先端的技術の強化の中の一環でやっていこう

というのがこちらに書いたことでございます。ある面、これまでもやっていた活動の拡大。 

 追加したのが、特に民間企業からは、民間企業が独自で開発した、あるいは改良したも

のについて、売り込む前にきちんと宇宙で動いたという実績づくりをぜひしたいという強

いご要望がございます。そういう場合には、これまではＪＡＸＡとしては必要がない機器

でございますので、なかなか機会を提供することができなかったわけですが、これまでの

50キログラム級の衛星を打ち上げるという以外にも、例えば衛星の中の余剰スペースにそ

ういう機器を取り組むとか、宇宙ステーションで簡易に実験をするとかということも含め

て、宇宙実証の機会の提供について、枠組みを広げていこうということが17ページの記述

でございます。 

 一方で、20ページのインフラ海外展開のところに分けて書いた趣旨は、まずインフラの

海外展開は基本的には企業活動。企業が外国等のニーズをとらえて売り込まれるというの
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がまず活動の中心。それに対して政府が支援されて、特に経済産業省を中心にこれについ

て推進されている。ＪＡＸＡはそれをさらにお手伝いするというのが基本的なスタンスか

なということで、ＪＡＸＡがユーザを決めてきてここに売り込んだらというようなことを

企業に働きかけてリードするというのは、現時点で余り想定しておりません。ここにつき

ましては、企業等、あるいは関係府省と国が基本的に行われるインフラ海外展開について

はこれをお手伝いさせていただくということで、少しスタンスと方向が違うかなという意

味で分けて書かせていただいたということでございます。 

 ただ、先ほどご指摘がありましたように、両者は一体不可分のところがございますので、

そういう意味で決して分けてやるとか、そういうつもりはございませんし、例えばインフ

ラの支援活動にもなるけれども、我々の技術開発としても重要なものは、技術開発の中で

取り組むというような仕組みも当然考えられますので、そういうものについてはご指摘の

ような形で進めさせていただきたいと思っております。 

○多屋部会長  はい。 

○和田委員  今、ご説明ありました点で、今後どのように進めるのかなということなの

ですけれども、まさしく海外にデータ利用を促進したり、衛星を売り込んでいくといった

ようなことを考えていくと、ＪＡＸＡにご支援いただきたいというのは非常に大きな要望

なのです。それと同時に、ある程度、これまでの交流等で気づかれた点を民間企業などに

提供するというのも、それほど重点ではないのでしょうけれども、今後は１つ考えていた

だくと、割とビジネスチャンスをつくることができるのかなというのが１点でございます。 

 それから、具体的には６ページの下から７行目、衛星・観測センサの研究開発やデータ

利用に当たってはというところがあります。まさしく民間企業との連携といったことをよ

く考えて、ここには大学の研究者や他国との連携とか他国との共同開発とかが書いてある

のですけれども、日本の民間企業とも連携していくというのも考えていただいてはどうか

ということと、先ほどの20ページのインフラ海外展開の推進についても、民間企業との連

携をここに書いてはどうか。要するに、ここは目標となっているものをそのまま計画に書

かれているので、もうちょっと何か記載いただいてもいいのではないかなと。 

 私もこういった中期計画の性質というのは割と存じ上げているほうだと思うのですけれ

ども、発表することによってそういうニーズをつくり出すことやプレディクタビリティー

高めるとかということもできるので、もちろん書いたからやらなければいけなくなってし

まうというのはあるかもしれませんが、民間企業の方ももちろん読むわけですから、そう
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いった方に向けてこういうことをＪＡＸＡとしてはやっていきますということを少しコミ

ットされてもいいのかなと思います。 

○浜崎部長  今のご質問にお答えいたします。まず、ニーズを把握して民間企業と情報

交換というところでございます。それに関連する記述で先ほどご説明しなかったのですが、

20ページの (5)がございます。特に今回、中期目標の中で各省庁からいただきました中に、

宇宙開発利用に対する政策の企画立案に資するために、宇宙分野の国際動向や技術動向に

対する情報の収集、調査・分析機能をＪＡＸＡとして強化すべきだ。また、その収集した

情報を関係者等に対して必要な情報提供を行うことということが今回、非常に強く示され

ております。 

 私どもも、これまでも私どもが自分たちのための情報収集というのは基本的にやってき

ているわけですが、これを他の方が使っていただくということは余り意識しておりません

でした。これを今回、特に一番のポイントは、政府の情報収集機能、当然、大使館やいろ

いろなところ、例えばＪＥＴＲＯ等も行われているわけですが、それを補完する形でＪＡ

ＸＡの収集した情報を、調査機能を高めた上で共有する仕組みをつくるということを考え

ております。組織的にも調査部門を少し充実いたしまして、情報につきましても階層を分

けて、一般に公開するもの、あと関係者だけに公開するもの、政府だけに公開するもの、

その中に日本の民間企業に対して公開する情報というところも区分けをして情報発信でき

るようにしたいと思っております。 

 特に私どもが意図せずして企業の動向が聞こえてきたりとか、そういうケースは時々ご

ざいます。アメリカの企業が例えばどこかの国にこういうものを売ろうとしているらしい

というのが、それを調べているつもりでなくひっかかる情報というのがございますので、

特にそういうところが共有できるようになれば、例えば企業の皆様の活動にもお役に立つ

ことができるのではないかと思っています。ここが１つのお答えになろうかと思います。 

 それで、６ページのところにございますデータの利用に当たっては、連携しろというこ

とでございますが、これにつきましては、既に踏み出しているところがございまして、従

来はＪＡＸＡが地球観測衛星で取得したデータをＪＡＸＡが利用機関等に配布しておりま

した、場合によっては、契約によって企業にお願いしてやっておりましたが、特に「だい

ち」のデータのところから大分仕組みが変わりまして、データ配布の部分について民間と

の共同作業をＰＦＩの形で入れております。 

 それで、民間企業のほうで私どもが公募いたしまして、その企業が必要な設備投資もし
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ていただいた上で、ＪＡＸＡの衛星のデータをみずからの好きな価格づけで販売していた

だくという仕組みを既につくりました。今後の衛星につきましても、そういう市場価値の

あるようなデータについては同じような枠組みを拡大していきたいと考えています。 

 一方で、ＪＡＸＡの衛星の中には、例えば温室効果ガス観測衛星のように、すぐには金

銭的な価値のつかないようなもの、主に研究者や政府が使われるようなデータもございま

す。これにつきましては、基本的にはＪＡＸＡから配布いたしますが、その中でも民間企

業のつくられたデータ配布の仕組みを使わせていただくような形で連携を進めさせていた

だければと考えているところであります。 

 大体お答えしたでしょうか。ありがとうございます。 

○多屋部会長  どうぞ。 

○坂下委員  中期計画はＪＡＸＡの行動規範に則って推進されると思いますが、効果的

な宇宙政策の企画立案（中期計画案 20ページ）が動く場合に、アウトリーチのかけ方が

変わるのではないでしょうか。例えば、タイでは、人工衛星データと地上の水分布データ

を使って、そこから河川の水量を把握するということをやっていて、社会インフラの中に

衛星を取り込んでいます。 

 社会インフラの中で衛星をどう使うかということを考えなければいけない時代に入って

います。そのようなところのアウトリーチはJAXAだけでは難しいでしょうから、例えばア

ジア開発銀行とやるとか、大学機関と連携するなどの取り組みが必要ではないでしょうか。

また、人材育成においても、社会デザインのような技術をどう組み込むかという観点が必

要になってくると思います。中期計画についても、時代の状況に合わせて見直していくこ

とが大切ではないでしょうか。 

 一点ご教示頂きたいのは、、17ページ目の②民間事業者の求めに応じた援助及び助言の

項目で、「金銭的支援を含まない援助」という書き方ですが、これは何か理由があるので

しょうか。 

○多屋部会長  もう時間が過ぎているのですけれども、私からもちょっとお伺いしてよ

ろしいでしょうか。――衛星の技術を防災などに応用する、これから大変期待していると

ころだと思いますけれども、そのような技術を産業振興と今後ぜひ結びつけていくために、

ＪＡＸＡの中にそのようなことを担当する部署というのは現在あるのでしょうか。それと

も産業連携センターというのがそういう役割を担うものなのでしょうか。その辺、お願い

いたします。 
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○浜崎部長  ２つございます。まず、産業連携センターは既にございまして、これまで

ＪＡＸＡのやってきた活動を広めるというところを中心にやってまいりました。ただ、今

回、法律改正で新たな仕組みとして民間企業からの新しい事業の要請等に応えること、政

府からも、これまでおつき合いのない省庁や外交、安全保障等に応える必要がございまし

て、新たに３月１日付で組織をつくりました。新事業促進室と名前をつけておりますが、

こちらの組織がまとめて窓口となって、これまでの法律改正でなかった新しい仕組みにつ

いては積極的にやっていく仕組みを整えたところでございます。もちろん、産業連携セン

ターのこれまでの活動と重複することがございますので、まず新事業促進室のほうで外か

らお受けして、そこの中で整理して、社内のしかるべきものに展開するという形になって

おります。ちなみに私は室長を兼任しております。 

○多屋部会長  ぜひ期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、時間がないところですみません。13ページの有人宇宙活動プログラムのアの

ところに書いてありますが、ＪＥＭの運用で、宇宙飛行士の活動を安全、着実に行うとい

うことはもちろんそうだと思うのですけれども、次のページにいきますと、将来の無人・

有人宇宙探査につながる技術、知見の蓄積に努めると書いてあります。今の時代では安全、

着実ということだけではなくて、やはり宇宙飛行士の生活が、どのようにＱＯＬを高めて

宇宙で活動していただくかという視点も入れていただければ、宇宙飛行士並びにこれから

有人の利用技術などもいろいろ進むと思います。そういう視点も今から入れておいていた

だければありがたいという期待も含めまして申し上げました。 

○浜崎部長  宇宙飛行士を安全に、きっちりと病気もせずに、けがもせずに働くような

環境を整えるのは、今、どちらかというと精いっぱいのところがございます。それでもこ

れまでの期間、全く事故もなく安全に運用できているということで、それについてはだん

だん確立されていくと思います。今後、今おっしゃったような質を高める、あるいは人文

科学的な活動も含めて増やしていくというようなことについては、ようやく緒についたば

かりでございますが、今後、ご指摘の点等について進めていくべきという認識はもってお

りますので、それを進めてまいりたいと思っております。 

○多屋部会長  それでは、時間がもう過ぎておりますので、ほかにご意見、ご質問がな

ければ……よろしいでしょうか。――いろいろご回答いただきまして、ありがとうござい

ました。そろそろ時間ですので、このあたりで終了したいと思います。 

 この中期計画（案）に対して、今後、皆様方の意見を踏まえて、当部会としての意見、
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修正のあり方も含めまして、部会長に一任いただければありがたいと思うのですが、いか

がで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。 

 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。 

○大江補佐  本日ご審議いただきました中期計画については、今後、この部会の意見を

踏まえて、各主務大臣、４大臣ございますので、主務省庁で調整した上、各主務大臣の認

可を得た上で、３月31日までにＪＡＸＡから公表される予定でございます。 

 次回のスケジュールでございますが、年度明けに業績評価の審議が予定されております。

詳細につきましては、これも関係省庁と調整させていただいた上で、決まり次第、ご連絡

させていただきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○多屋部会長  では、ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


