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独立行政法人評価委員会 

第１０回宇宙航空研究開発機構部会 議事録 

 

１．日 時：平成２７年２月４日（水）１４：００～１５：３０ 

２．場 所：経済産業省 本館１７階 第４共用会議室 

３．議 題： 

（１）独立行政法人宇宙航空研究開発機構の第３期中期目標及び第３期中期計画の変更（案）

について 

（２）その他 

出席委員 

多屋部会長、芦邉委員、坂下委員、続橋委員、和田委員 

 

 

○恒藤室長  まだ定刻になっておりませんけれども、皆さんおそろいになっていますので、

これから始めさせていただきます。 

○多屋部会長  本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。ただ

いまより第10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、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の中期目標の変更案及び中期計画の変更案に

ついてご審議いただきます。 

 議事に先立ちまして恒藤宇宙産業室長より一言ご挨拶をお願いします。 

○恒藤室長  経済産業省の恒藤でございます。 

 本日は、皆さんお忙しいところお集まりいただき、どうもありがとうございます。 

 先月、１月９日に宇宙開発戦略本部におきまして新しい宇宙基本計画が決定されました。

ＪＡＸＡの中期目標及び中期計画につきましては、法律に基づきまして宇宙基本計画に基づ

いて策定することになっておりまして、今回その宇宙基本計画が改定されたことを受けまし

てＪＡＸＡの中期目標と中期計画を変更する必要がございます。 

 今回ご審議いただきますのは、新しい宇宙基本計画を踏まえて変更いたしますＪＡＸＡの

中期目標の変更案及びその中期目標を踏まえて変更されるＪＡＸＡの中期計画の変更案につ

いて、でございます。 



 - 2 - 

 なお、ＪＡＸＡの主務大臣は、私ども経済産業省以外に内閣府の大臣である内閣総理大臣、

それから総務大臣、文部科学大臣も主務大臣になっておりますので、各省におきましてこの

ような審議会を行い、その意見を踏まえて４大臣で協議調整してつくるとなります。 

 ですので、きょうご審議いただいた内容と各省で審議された内容を踏まえて目標を修正す

ることになる手続になっております。 

 本日は、その案につきましてご審議をいただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 また、目標や計画を修正するところまで至らないけれども、実施に当たっては、こんなこ

とも配慮して欲しいということがございましたら、今日この場でアドバイスをいただければ

と思っております。 

 ぜひ活発なご審議のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

 私からは以上です。 

○多屋部会長  ありがとうございました。それでは、議事に移らせていただきます。 

 なお、本日の議論の扱いにつきましては、規定により会議は非公開、配付資料及び議事録

は公開となっておりますので、ご承知おきください。 

 では、まずＪＡＸＡの中期目標の変更案について経済産業省からご説明をお願いします。 

○恒藤室長  では、先ほどご説明いたしましたが、本日お諮りいたします変更案は、資料

１、２でございます。この前に、そもそもこの変更に至りました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。 

 資料３と資料４が本年１月に決定されました宇宙基本計画でございます。その概要がＡ３

カラーの大きな紙でお手元に配付させていただいてございます。 

 今回の宇宙基本計画は、宇宙政策をめぐる環境変化を踏まえて国家安全保障戦略に示され

た新たな安全保障政策を十分に反映し、また、産業界の投資の予見可能性を高め産業基盤を

維持強化するため、今後20年度程度を見据えた10年間の長期的・具体的整備計画として策定

されたものでございます。 

 その大きな目標として、真ん中２．に記載してございますが、①として宇宙安全保障の確

保、②として民生分野における宇宙利用推進、③として産業・科学技術基盤の維持・強化の

３つの大きな目標に向かってこれから宇宙政策を進めていこうということが決定されたわけ

でございます。 

 その具体的な内容といたしましては、裏面、オレンジの面でございますが、今の目標に合

わせて３つの柱を立てておりまして、①宇宙安全保障の確保として各関連の大きなプロジェ
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クトを進めていく。それから、②民生分野における宇宙利用推進として気象衛星「ひまわり」

を初めとするプロジェクトを進めていく。そして、③産業・科学技術基盤の維持・強化とし

て新型基幹ロケットなりを進めていくことが新しい基本計画には盛り込まれたわけでござい

ます。 

 特に大きなものといたしましては、やはり①の宇宙安全保障の確保の関連にかなり新しい

取り組みが含められておりまして、例えば準天頂衛星であれば７基体制の構築を進めること

が今回初めて明確に記載されました。また、ＳＳＡとその下に書いてございますが、これは

宇宙状況監視というものでございますが、明確に日米協力しながら進めていくことも今回記

載されたわけでございます。 

 各委員の皆様、既に目を通しておられるのではないかと思いますので、詳しいご説明は省

略させていただきますが、この３つの柱で進めていくことが今回の宇宙基本計画では決定さ

れたことになってございます。 

 その中で、私ども経済産業省が担当しております産業振興という観点で申し上げますと、

４．具体的アプローチの右側に幾つか書いてございますが、１つ大きなものとしては、新規

参入を促進し宇宙利用を拡大するための総合的取り組みといたしまして、宇宙活動法やリモ

ートセンシングに関する法律を28年の通常国会提出を目指して進めていきましょうというの

が１つ。それから、基幹的部品等の安定供給に向けた環境整備ということで、部品戦略を策

定し関連計画に反映させていこう、あるいは軌道上実証実験を進めていきましょうというこ

とも計画に盛り込まれました。また、将来の宇宙利用の拡大を見据えた取り組みということ

で、東京オリンピック・パラリンピックを契機に宇宙を活用した先導的社会実証実験をやる

方向で進めましょうということも盛り込まれてございます。 

 さらには、オレンジの面の一番右下でございますが、宇宙システム海外展開タスクフォー

スを立ち上げて、これまでも進めてまいりましたインフラ輸出の一環としての宇宙システム

の海外輸出の取り組みをより強力に推進していこうということも盛り込まれてございます。 

 こういったのが新しい宇宙基本計画の内容となってございます。 

 これを受けまして今回ＪＡＸＡの中期目標を改定するわけでございますが、その基本的な

コンセプトを資料３にポイントをまとめてございます。１．の趣旨は今説明したとおりでご

ざいますが、法第19条に中期目標を定め変更するに当たっては宇宙基本計画に基づかなけれ

ばならないと書いてございますので、これを踏まえて今回変更するということでございます。 

 変更のポイントでございます。２点ございます。１点は、新しい基本計画の３つの柱に基
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づいて項目を入れ替えるのが１つ。(2)は、新基本計画で新たに位置づけられた事項を追加

するということでございます。 

 その内容は、１枚めくっていただいた資料３の２枚目をご覧ください。現行の柱が１．か

ら４．までの４本柱になっているところを今回の基本計画に合わせまして１．から５．まで

の５本柱に変更いたします。それから、新基本計画に新しく盛り込まれました赤字で書いて

ある部分を新しく内容として追加するというのが中期目標の変更の大きな概要でございます。 

 その具体的な内容でございますが、先ほど申し上げました資料１ですとこれまでの計画と

の違いがわかりづらいものですから、参考資料１をご覧下さい。その左端の欄が現行の計画

でございます。真ん中が今回の変更案。右側が今回の宇宙基本計画の該当場所となってござ

います。赤字の部分が今回の修正箇所となってございます。 

 まず、先ほど申し上げましたとおり、目次の構成を今回の基本計画に合わせて変更いたし

ます。 

 めくっていただきまして、それ以降、各箇所の具体的な変更場所が赤字で記載してござい

ます。 

 ポイントに入る前に、全体像としてご説明しておかなければいけないのは、今の中期目標

の期間が25年４月１日から30年３月31日となってございまして、これは今回変更いたしませ

ん。既に５年計画は走っておりますので、基本計画の期間はそのまま、中期目標の期間もそ

のままになりますので、実は既に25年４月からですので、ほぼ２年間、今の中期目標に向か

って走ってきているのが実情でございます。 

 そういうこともございまして、基本的に今の中期目標に書いてあるものは残すという前提

の上で、ただ、新しく新宇宙基本計画に組み込まれた内容は足すということで改定を行って

ございますので、今までの中期目標に新しく今回の宇宙基本計画に書かれたものを書き加え

る形での修正を行うのが基本的な考え方でございます。 

 そういう観点で眺めて見ていただければと思いますが、まず１．宇宙安全保障の確保から

始まりまして、衛星測位、衛星リモートセンシングという順番で中期目標が並べてございま

す。いずれも書き加えたところについて赤字にしてございまして、その書き加えたところに

ついて右側に該当する新宇宙基本計画の書きぶりを書いてございます。 

 見ていただければわかると思いますが、基本的には宇宙基本計画で書かれた内容のうちＪ

ＡＸＡが担当すべきところについてほぼ同じ文章を書いていることになってございます。具

体的にはリモートセンシングから始まりまして、順番に行きますと衛星通信・衛星放送、そ
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れから宇宙輸送の話などがずっと並んでいるわけでございます。 

 前半は大きくＪＡＸＡが実施する実際の事業となっておりますので、どちらかというと、

いわゆるプロジェクトといいますか、インフラ整備関連のものが並んでございます。 

 順に目を通していただきまして、まず最初に安全保障がありまして、４ページの真ん中あ

たりから民生分野の宇宙利用の項目が始まりまして、また真ん中の段を見ていきますと６ペ

ージの上から宇宙産業及び科学技術の基盤の維持・強化という項目が始まっているわけでご

ざいます。当然幾つかの分野にまたがっているものがありますので、再掲としてずっと並ん

でいるところがございます。 

 その科学技術の中に宇宙探査なり有人宇宙活動が入ってまいりまして、その後９ページの

頭から、いつもどちらかといいますと本部会で主に評価していただいております(5)個別プ

ロジェクトを支える産業基盤・科学技術基盤の強化策という項目が入っているわけでござい

ます。この産業基盤・科学技術基盤の強化策は、基本的には今回大きな変更はございません

が、部品の関連でより積極的に宇宙空間での実証をやっていこうということで、超小型衛星

をテストベッドとして用いることも宇宙基本計画に入りましたので、ＪＡＸＡの取り組みと

してもこういったことを書き加えているわけでございます。 

 あと、当部会でいつも重点的に評価していただいております横断的事項は10ページの真ん

中あたりから５．として入ってございます。産業界との連携・協力といった項目がこの辺に

入ってございますが、このあたりもこれまでの基本計画と大きな追加等はありませんので、

基本的には項目の並び替えを行う変更が多くなってございます。 

 最後、12ページの情報開示・広報でございますが、国民に夢や希望を与えるという観点で

の広報をもっとやっていきましょうということも少し追加されているということです。 

 こういった内容でございまして、基本的に中期目標の変更につきましては宇宙基本計画に

新しく盛り込まれた内容の中でＪＡＸＡが担うべきと考えるものを追記した内容になってご

ざいます。 

 中期目標の変更について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。次に、ＪＡＸＡの中期計画の変更案についてＪ

ＡＸＡからご説明をお願いします。 

○ＪＡＸＡ（寺田）  それでは、ＪＡＸＡからは中期計画の変更についてご説明したいと

思います。お手元の資料２で、説明に使いたいのは参考資料２の方でございます。赤い字で

書かれている部分、それから下線が引かれている部分があろうかと思いますが、これは先ほ
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どご説明があった中期目標とも共通なのですけれども、赤字の部分が新たに追記修正したも

ので、下線が引いてある部分は現行の計画目標から配置換えしたもので、中身自体は変更し

ていないものであります。 

 それで、中期計画は基本的には先ほど説明がありました中期目標をオウム返しにしている

部分がほとんどでございます。私からは中期目標には記載されていないのだけれども、中期

計画で変更、あるいは追加した部分を説明したいと思います。 

 まず３ページですが、真ん中ぐらいの(2)衛星リモートセンシングで、具体的にはＤＲＴ

Ｓ、ＡＬＯＳ―２、その後ＳＬＡＴＳ、それから先進光学衛星といったものが記載されてご

ざいます。この具体的な衛星名は中期計画そのものには記載がないのですが、中期計画に附

属する工程表で具体的な衛星名称が出てきます。超高度衛星技術試験機（ＳＬＡＴＳ）とい

ったものを追記してございます。 

 ４ページ目の宇宙輸送システムで、(4)の真ん中ぐらいに、なお、平成26年度補正予算と

いうのがございます。26年度の補正予算は２月３日に国会に承認されまして、それで今回は

運営費交付金でロケットの信頼性向上というものの予算をいただきました。運営費交付金な

ので使途を明確にする必要があるということで、中期計画に運営費交付金であるけれども、

このお金についてはロケットの信頼性向上に必要な技術開発に充てるものという記述をして

ございます。 

 ４ページ目の液体燃料ロケットシステムでは、Ｈ―ⅡＡロケットの競争力の強化の話があ

って、基幹ロケットの高度化、一番最後に、並びに相乗り機会拡大に係る研究開発を行うと

書いてございますが、こちらはＨ―ⅡＡの高度化ということで、具体的にいうと太陽同期軌

道の相乗りができる、違ったコードに衛星を投入できるという具体的な相乗り機会の拡大と

いう事業がござまして、その旨を記載してございます。 

 ５ページ目の１―(5)その他の取り組みで、防衛省との連携強化の一環で具体的に取り組

む内容として、先進光学衛星への赤外線センサーの相乗り搭載について防衛省の技術的知見

の蓄積支援、保有する人工衛星観測データの防衛省による利用促進への貢献という旨を追記

してございます。 

 ６ページ目の２―(2)、下の方にリモートセンシング衛星の利用促進がございますが、宇

宙安全保障の確保、民生分野における宇宙利用の推進、宇宙産業及び科学技術の基盤の維

持・強化ということで、新宇宙基本計画の３つの政策目標に資することを変更として書いて

ございます。 
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 飛びまして、10ページの３―(2)、②宇宙科学・探査プロジェクトにつきましては、一番

右側の中期計画の下のところに、宇宙科学研究所において検討中のプロジェクトについては、

検討結果を踏まえ、着実に進めるという記載がございまして、これに合わせて具体的なプロ

ジェクトとして次世代赤外線天文衛星（ＳＰＩＣＡ）を始め、戦略的に実施する中型計画、

それから公募型小型計画及び多様な小規模プロジェクトに係る検討を行い、その結果を踏ま

え、必要な措置を講じるという旨を記載してございます。 

 11ページ、(3)有人宇宙活動の真ん中のところです。なお、ＩＳＳの計画の取り組みに当

たってはというところにつきましては平成32年までの宇宙ステーションの共通運用経費の記

載を追加してございます。共通運用経費というのは、右側の宇宙基本計画でＣＳＯＣ

（Common System Operations Costs）ということなのですけれども、こちらについては宇宙

ステーションの補給機「こうのとり」２機の打ち上げに加えて、将来への波及性の高い技術

等によって対応する等々の旨を中期計画の中で書いてございます。 

 平成33年以降のＩＳＳ延長に関する政府の検討支援の記載も追記してございます。 

 もう１つ同じページで、ア．日本実験棟（ＪＥＭ）の運用・利用についてで、行うととも

に、民生利用の拡大や国の政策課題の解決に資する研究を取り入れるという一文ですけれど

も、こちらにつきましては文科省で国際宇宙ステーション・国際宇宙探査小委員会というの

がございまして、そこでＩＳＳ計画への参加のあり方に関して中間とりまとめを行いました。

こちらでの議論を踏まえましてこの一文を加えてございます。 

 15ページにまいりまして、５．横断的事項の(4)国内の人的基盤の総合的強化、国民的な

理解の増進で一番下のところ、さらにイノベーション創出機能を強化するため、さまざまな

異分野の人材・知を糾合した研究体制の構築を推進するということを記載してございます。

これは具体的にクロスアポイントメント制度ですとか柔軟な給与制度、知財ポリシーといっ

たものを整備して、いわゆるイノベーションハブを構築しようという考えのものでございま

す。 

 20ページにまいりまして、その他のところに予算収支計画及び資金計画がございまして、

こちら、表の下の注５に書いてある部分です。平成26年度の補正予算に含まれる旨を追記し

てございます。 

 同じく20ページで不要財産のところ、大きなⅤ、不要財産の処分に関する計画というとこ

ろで小笠原宿舎は我が国へ国庫返納することになりまして、その旨を記載しています。中期

計画にこれを書きますと、個別に財務大臣の協議を行う必要がなくなるということでこれを
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記載させていただきました。 

 以上が中期目標に書かれていない、いわゆるオウム返しにせずに中期計画で追記した部分

を列挙させていただきました。 

○多屋部会長  ありがとうございました。それでは、中期目標の変更案及び中期計画の変

更案の双方について、委員の皆様からご意見やご質問がございましたらお願いしたいと思い

ます。 

○芦邉委員  資料に記載が必要かどうかの確認ですが、こちらの宇宙基本計画の４の右側

で、将来の宇宙利用の拡大を見据えた取り組み、東京パラリンピックを契機に先進的社会実

験を平成31年に実施と書いてありますが、冒頭の説明から平成30年までの計画ということな

ので、直接類する記載が載っていないという理解でよろしいですか。 

○恒藤室長  ２つ理由があると思っていまして、宇宙基本計画の該当の部分については、

これから何をやるかを政府で検討していくことにしているということで、それをＪＡＸＡで

実施するのか、政府で企画してどこかに委託なりをしてやるのか、そういうことを含めてこ

れからということもあるというのが１つと、まさに今ご指摘のとおり今回のＪＡＸＡが計画

しているのは30年までということもありますので、あえて今回の目標には盛り込んでいない

ということです。 

○芦邉委員  わかりました。 

○坂下委員  オリンピックについては、平成31年より前倒しで整備をしていただけると有

難い。産業界は2020年に向けて、ラグビーワールドカップがある2018年までに高精度測位の

環境における実証を終了しておきたいと考えているところが多い。そこをご考慮いただきた

いというのが１点です。 

 もう１つ、データ利用する観点で測位データを利用するときに、高精度測位では、センチ

メーターから数メーターの測位ができるようになります。これは、当協会の実証実験でも実

測しております。一方で、２メーター、３メーターの測位ができたとして、今の地図では、

1：2500のものが主流であり、１センチが25メーターであるため、プロットができない課題

があります。ですから、測位だけが高度化されても産業界はなかなか使えませんので、地図

のデータも整備する環境づくりが必要だと考えております。 

 センシングのデータの利活用では、法定もされるということで非常に期待しています。セ

ンシングデータは民間でもかなり使い勝手がいいものが多く、産業界では他のデータと組み

合わせて使っていくことになると思われます。そこで、しっかりとしたポリシーを作ってい
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ただきたいことと、無理に無償で公開するということではなく、対価が必要であればそれを

明確に示していただきたいということでございます。 

○恒藤室長  ありがとうございました。今のは多分、ＪＡＸＡの中期目標というよりは政

府の宇宙政策に対してのご意見だと理解いたしました。 

 まず１点目、オリンピック・パラリンピックを契機に新しく、特に経済活動なり産業活動

を活性化していくという観点では31年では遅いのではないのというご意見だと思います。こ

れはぜひ政府全体とこれから検討する上で参考とさせていただきたいと思います。 

 あと、準天頂の活用に当たっては地図も含めた別のインフラの充実も必要だというコメン

トをいただきました。これも私どもだけではなかなかできないというのがありますが、関係

省庁ともこれから参考にさせていただきたいと思います。 

 最後のリモートセンシングのところ、おっしゃるとおりと思います。これから法制度の整

備を検討する上で、まず法制度だけではなくて、政府の持っているデータをどう活用しやす

い形で使っていくかというのも当然あると思いますので、今いただいたコメントをまた参考

にしながら、ぜひいい制度になるように検討していきたいと思います。 

○続橋委員  ２点ほど確認なのですけれども、衛星測位の「みちびき」の扱いなのですが、

宇宙基本計画では29年度をめどに新しく３機の開発に着手すると。ＪＡＸＡは１号機のいろ

いろな運用とか利用はやりますということで、２号機以降の開発に直接はかかわらない形に

なるのですか。 

○恒藤室長  ２号機以降からのまさに開発というか、インフラ整備を今進めておりますが、

あれは内閣府の事業として進めておりますので、ＪＡＸＡの目標としてはこういう内容にな

ると思います。 

○続橋委員  内閣府はＪＡＸＡが管轄の１つではあるけれども、この場合には入らないと

いう理解でよろしいですか。 

○恒藤室長  そういう意味では、内閣府が例えばＪＡＸＡに交付金を出してＪＡＸＡにや

らせるという形態ではなくて、内閣府が委託費なり、ＰＦＩという形で直接民間事業者に対

してある種の調達なりをすることで進めておりますので、ＪＡＸＡの目標には入ってこない

という整理になっております。 

○続橋委員  わかりました。そうすると、これは先の話ですけれども、造る方と、実際の

利用とかアプリケーションとかと考えるときも、２号機以降は直接にはＪＡＸＡには入って

こないと。 
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○恒藤室長  将来的には、まさに今回新しく入った５、６、７号機をどうしていくのかは

これからになりますので、それをやる際にはまた２、３、４号機と違う形で、場合によって

はＪＡＸＡをより活用することもあり得るとは思います。私の理解が正しければ、それは内

閣府でもまだ決めていない。ただ、そういうこともあって、現時点ではＪＡＸＡが準天頂衛

星の整備と利用の拡大に対して明確に目標として位置づけることにはなっていないという整

理でございます。 

○続橋委員  同じような守備範囲の話なのですけれども、もう１つは宇宙活動法とリモセ

ン法の整備の話で、これは要するにＪＡＸＡが直接かかわらないから入っていない。 

○恒藤室長  当然ＪＡＸＡにも検討の一メンバーとしては入ってもらうだろうと私も思い

ますが、やはり制度の検討ですので、本来的には内閣で検討して法律案をつくるということ

ですので、それは一義的には内閣で行うべきものですので、書いていないということです。 

○大江補佐  一応補足を申し上げると、ＪＡＸＡは一応エージェンシーですので２つの立

場があって、政府のサポートをする立場と活動する立場もあるので、基本的に宇宙関係の法

律ができるときは、ある種レギュレーションになるわけです。国側が主体で、その中でＪＡ

ＸＡの位置づけが決まったらＪＡＸＡの活動がもしかしたら幾つか変更されることもあるか

もしれないということだと思います。 

○続橋委員  ありがとうございます。 

○和田委員  ４ページ目の中期目標になるのですけれども、衛星リモートセンシングのと

ころでして、これは現行のものではＡＳＥＡＮ防災ネットワーク構築構想というのが入って

いたのですが、そこを等にされたということで、センチネルアジア等という形で含まれてい

るのかなと思うのです。そもそも宇宙基本計画では、そこの扱いは東アジア・ＡＳＥＡＮ経

済研究センターですか、エリアでそのとりまとめをされているということで、その工程表み

たいなのができてからそれをやることになったので、ここでイメージ的には書いていないと

いう理解でいいのでしょうか。 

○大江補佐  基本的にはＡＳＥＡＮ防災ネットワーク構想のアジア各国と協力し、各国の

リモートセンシングデータを効率的に使っていきましょう、というコンセプトはまだずっと

残っています。ただ、ＡＳＥＡＮ防災ネットワークと前回の基本計画でいっていたものにつ

いては、具体的な中身をどうするのかというがまだ議論途上と理解していますので、表現ぶ

りが変わったということと考えています。ＡＳＥＡＮ防災ネットワークという文言が前面に

出ている状態ではないですけれども、基本的にデータを関係国とうまく使っていこうという
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ところは変わっていないということです。 

○和田委員  これも具体例で申しわけないのですけれども、気象データがそろっていない

国が結構あって、例えば具体的にはミャンマーなのですが、過去の台風の災害のときにどこ

まで水位が上昇したかといったデータがないのです。サイクロン・ナルギスの際も衛星デー

タを使ってどこまで水位が上がったかということをみれば、具体的にいえばティラワ工業団

地というところなのですけれども、水につかるかどうかわかるということでそれを活用させ

ていただいたことがございますので、ＡＳＥＡＮ並びに他の途上国からのニーズが非常に強

いということです。そういう意味ではリモートセンシングデータの海外での利用促進もぜひ

図っていただきたいと思います。明示に書く必要はないと思いますけれども、お願いしたい

と思います。 

○恒藤室長  それはぜひ私ども経済産業省としても今のご意見を踏まえて実施段階で東南

アジア諸国のニーズもよく聞いてと思いまして、また、ＪＡＸＡでも実施段階ではぜひそう

いうニーズを細かく聞いてやっていただきたいと思います。 

○多屋部会長  他にいかがでしょうか。――よろしいでしょうか。質問させていただきま

す。５ページの（5）その他の取り組みとして各省庁との連携をするということがここに記

載されております。特に宇宙安全保障の確保が積極的になってくると、ここにも防衛省との

連携と赤字で書いてありますけれども、今までには防衛省との連携というのはどのようなこ

となのでしょうか。もしあれば教えていただきたいと思います。 

○ＪＡＸＡ（寺田）  防衛省とは技術研究本部といわゆる協定を結びまして、そちらの協

定のフレームワークで具体的に協力関係を構築しております。 

○恒藤室長  事例みたいなのはありますか。 

○ＪＡＸＡ（寺田）  例えばここにも書いてあるように赤外線センサーの衛星調査に対す

る知見とか、スペースデブリの観測をするやり方とか、そういうものについての協力をして

います。 

○恒藤室長  それは今までもそういうことをやってきておられると。 

○ＪＡＸＡ（寺田）  そうです。協定を結んだのは昨年でございます。 

○多屋部会長  その関係が今後結構いろいろと出てくるのではないかと思うのですけれど

も、技術的にはＪＡＸＡとなるのですか。どちらがリードしていくのですか。 

○ＪＡＸＡ（寺田）  宇宙に限った話ですとやはりＪＡＸＡの方が経験が豊富なので、そ

ちらの知見を防衛省さんにいろいろと開示して、それでお互いのいいものを持ち寄って協力
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関係を作っていくと。 

○多屋部会長  ありがとうございます。 

○和田委員  もう一点だけ。ＪＡＸＡの中期計画の16ページ、参考資料の中期目標だと11

ページの宇宙空間における法の支配というお話なのですけれども、これはＪＡＸＡさんが宇

宙空間における法の支配についての担当――担当というのはもちろん法律ですから法務省な

りなんなりだと思うのですが、研究とか研修を担当されるという理解なのか、それはまた別

のところでやるという理解なのかという質問なのです。 

 なぜそういうことを伺うかというと、最近、私ども途上国の仕事をしているのですけれど

も、途上国政府から宇宙政策とか宇宙法について教えて欲しいというニーズが結構ございま

して、これはどこに持っていけばいいのだろうということで持っていく先がよくわからない。

もしこれがＪＡＸＡさんであるのであればＪＡＸＡさんで例えば検証していただくとかもあ

るかと思うのですが、宇宙空間における法の支配の実現の扱いはどのようにされるのかを考

え方を教えていただければと思います。 

○大江補佐  計画から申し上げますと、法の支配はいわゆる条約の中で国際的な宇宙空間

の利用ルールを決めましょうという趣旨で、外務省を中心に実施しているものがございます。

そこの実務面でのサポートであるとかメインのプレイヤーとしてＪＡＸＡの方々が参画して

いるのが今の状態です。 

 ですので、国際条約でどういう議論になっているのかとか、具体的な実行機関が海外との

関係でどういうことを考えなければいけないのかという教育等であれば、ＪＡＸＡにご相談

いただければ回答ができると思います。 

 もう一個、その条約を踏まえて国内でどういう制度をもつのかという話があるので、それ

はまさに宇宙２法で今検討しているところだと理解しています。内閣府のもと各省で一緒に

今検討しているところですが、そこでの検討内容もお伝えできるものになると考えています。 

○ＪＡＸＡ（寺田）  あくまでもこれは法の支配なので条約で縛るものになるのですが、

条約に至る前のソフトローという感じで緩やかに縛るような議論が国連宇宙空間平和利用委

員会というところで議論されておりまして、なかなか決まらない会議ではあるのですが、こ

ちらにはＪＡＸＡが支援する形でここに参加して、今どういうことが議論されているかとか、

どういうことをどのようにしなければいけないとかということは政府の一員としてサポート

する形で提案しているので、最新の情報はＪＡＸＡの職員が持っておりますので、そういっ

た観点からアドバイスすることはできるかと思います。 
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○和田委員  宇宙機関を設立し始めている国が結構あって、そこについても支援が欲しい

という話もありますので、そういったときもいろいろＪＡＸＡさんにお願いすることがある

かと思いますけれども、ぜひともよろしくお願いします。 

○恒藤室長  今、委員からご指摘があった点については、正直にいいますと今のＪＡＸＡ

の目標の中には明確に位置づけられていないと理解しております。そういう意味では、宇宙

法なり制度について各国に対して人材育成の支援をするのは明確にはＪＡＸＡの目標には入

っていないと理解しておりまして、むしろそれは今、国際宇宙協力の強化という形でお手元

の基本計画では25ページの下に、たくさん宇宙協力を頑張りましょうというのが書いてござ

います。この中で恐らく読むのだろうと。 

 多分、人材育成であれば、26ページの２つ目のポツになりますか、あるいは３つ目のポツ。

２つ目のポツであれば産学官の多様な主体の参加による諸外国の科学技術協力や人材育成協

力等を通じてということかもしれませんし、あるいはその下のアジア太平洋地域については

ということかもしれません。 

 ただ、東南アジアなど途上国で国際宇宙法などに詳しい人を育てたいというときに、正直、

しっかり受ける制度的な仕組みが我が国には多分ないと思いますので、今のご意見も踏まえ

て経産省、あるいはＪＡＸＡで何ができるのかはぜひこれから検討したいと思っています。

どうもありがとうございました。そのときにはＪＡＸＡにもご協力のお願いをするかもしれ

ません。 

○和田委員  結構研修のニーズが多いので、そういう意味で…… 

○恒藤室長  私どもの認識としては、どちらかというと技術的なことについて教えて欲し

いというニーズがむしろ多くて、余りそういう法制度を勉強したいというニーズがたくさん

あるというのは認識としては十分なかった部分もありますので、もう一度私どもでもよくニ

ーズを踏まえて検討していきたいと思います。 

○和田委員  ぜひともよろしくお願いします。 

○ＪＡＸＡ（寺田）  中期計画の中ではＪＡＸＡ、相手国ニーズに応えるインフラ海外展

開の推進ということで、こちらの３段表でいきますと16ページに項目があって、17ページに

中身があるのですが、相手国のニーズに応えるため、人材育成とか技術移転で一応海外展開

を支援するということなので、広くやらせていただいております。 

○芦邉委員  参考までにご提案したいのでが、計画の14ページの下から２番目の(2)調査

分析・戦略立案機能の強化についてです。ここは国際的な技術動向や要素技術の調査など、
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戦略を意識して今までやってこられていると思います。今のお話に出たように、パッケージ

型のインフラといった場合に、これは私の経験からここ数年気がついたのですけれども、ニ

ーズを分析したり技術だけで勝つといった提案では、海外で商売のチャンスにつなげること

が難しいです。何を起点にしなければいけないかというと、サービスイノベーションをどこ

で起こそうかという視点です。こういう戦略立案機能みたいなものをＪＡＸＡさんの中で立

ち上げるのであれば、技術だけではなくて、どういうイノベーションポイントがあるのか、

そういった調査を通じて戦略立案されるような活動を盛り込んだらいいのではないかと思っ

ております。いかがでしょうか。 

○恒藤室長  今おっしゃったのは、実際本当に海外である程度もうかるビジネスをやって

いくためには技術に対するニーズだけではだめで、やはりサービスに対するニーズ、あるい

はどういう新たなサービスがあり得るのかを見ていかないとだめだというご示唆だと思いま

す。そういう意味では、今の宇宙基本計画自身がかなり昔の視点で書かれているところもあ

るのかなと今コメントをお聞きして思いましたが、ＪＡＸＡはあくまでベースは技術の機関

だということもありますので、基軸は技術に置きながらも、その一環としてそういった宇宙

を活用したサービスイノベーションでどういうニーズがありどういったチャンスがあるかを

実際には十分留意して実施していただくことが…… 

○ＪＡＸＡ（寺田）  ＪＡＸＡは昨年になるのですけれども、国際部に調査分析課という

ものを設けまして、調査国際部として調査機能も強化する。それから、こちらは後でお話し

しますが、新事業促進センターというものをつくりまして、ビジネスの面からもそういうマ

インドでいろいろな事業展開をしていこうということもあるので、今いったパッケージで戦

略が練られるような調査分析をするという形でぜひともこの機能の強化を図っていきたいと

思っております。 

○芦邉委員  私も、欧州の空港の高度化や高速鉄道の駅のスマート化などの提案に関わる

機会が昨年あったのですが、やはり海外の要望は、日本は技術をいっぱい持ってきてくれる

のだけれども、統合してプロジェクトをマネジメントする提案がどこからも来ないと。先方

も日本の技術の良さはわかっていて、取り入れたいのだけれども、包括的にそれらを組み合

わせてどう推進していくのかという提案が無いということ。潜在的なニーズに対してどんな

新しいイノベーションがあるのかを一緒に考えたいのだけれども、そういう提案を望んでい

るといわれる事が非常に多いです。逆に他の欧米の競合は、コンセプトがビジョンベースで

良くまとめられた提案を持ってきます。このように日本企業が苦戦しているのを目の当たり
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にしているので、特に戦略を立案するときにはイノベーションの方向や、技術だけではなく

てサービスの工夫など、枯れた技術でも、どんなイノベーションを起こせるのかをよく見て

おくというのは、今後の産業の発展にむけ、宇宙システム海外展開タスクフォースなどでは

欠けてはいけない視点だろうと感じているのです。 

○恒藤室長  経済産業省としてもぜひそういう視点を持って情報収集、政策を考えていき

たいと思います。ＪＡＸＡもまだそういう意味ではこれからの新しいチャレンジという部分

ではないかと思いますが、ぜひそういう観点も持ってこの業務をやっていただければと思い

ます。 

○続橋委員  １点だけちょっと付け加えると、参考資料３の宇宙基本計画の10ページの３．

の(1)がそれだと思うのです。出口戦略を重視と。これは書いてあるのは何かというと、要

するに利用ニーズにどのように貢献するのかについて宇宙システムの開発や、次のページに

入って、施策の実施に着手する前に十分検討する。要するにつくってしまってから何かこれ

に当てはまるものはないですかというのではなくて、ニーズを踏まえて技術開発しろという

ことだと思うのです。だから、まさにそういう趣旨で宇宙基本計画もやはり利用ニーズとい

う開発と利用はありますので、ＪＡＸＡの字面をどうこうするということではなくて、実態

的にやるときにこちらの基本的なことを生かしてやっていただければといいと思います。 

○多屋部会長  他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、皆さんご意見、ご質問などしていただきましたので、これでもし質問などがな

ければ、次に進んでよろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございました。そろそろご質問、ご意見も尽きたようですので、このあたりで

まとめたいと思います。 

 委員の皆様方からＪＡＸＡに対する貴重なアドバイス、ご意見をいただきました。経済産

業省においては本日出された各委員の意見を踏まえて、宇宙航空研究開発機構の中期目標変

更案及び中期計画変更案を関係省庁と調整していただくようお願いいたします。 

 なお、経済産業省と関係省庁とで調整していただいた結果につきましては、その扱いを部

会長に一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

     （「異議なし」の声あり） 

 では、そのようにさせていただきます。 
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 なお、本日は中期計画案を修正する必要はありませんが、実行レベルでは留意して欲しい

という意見もたくさんいただきました。こうした意見、アドバイスについてはＪＡＸＡでし

っかりと受けとめていただいて、来年度からの事業実施の参考にしていただくようお願いい

たします。 

 次に、その他の議題としてＪＡＸＡより特に産業振興に関する最近の活動状況について幾

つかご紹介いただきたいと存じます。ＪＡＸＡの小川センター長様、よろしくお願いいたし

ます。 

○ＪＡＸＡ（小川）  それでは、参考資料の５になりますが、産業振興へのＪＡＸＡの取

り組みについてということでご紹介させていただきたいと思います。 

 １ページをめくっていただいて、宇宙産業の内訳ですけれども、この数字はたびたびご覧

になっているかと思いますが、宇宙産業の宇宙産業規模では全体としては約９兆円あるので

すが、いわゆる物づくりの部分、衛星とかロケット、あるいは地上設備などを製造する宇宙

機器産業の部分は産業規模が2,600億ということで3,000億を切っている状況です。それから、

これらの宇宙機器のシステムを使って例えばナビゲーションであるとか、スカパーみたいな

衛星放送とか、ＣＳの放送みたいな宇宙利用サービスをしている産業が7,800億と。両方合

わせて大体１兆円という規模が宇宙産業の規模になっています。 

 次のページをご覧いただきたいのですが、これが宇宙産業構造のピラミッドといわれてい

るのですけれども、一番上の部分に宇宙機器産業があって、それを使った宇宙利用サービス

があって、さらにその辺の宇宙利用サービスを提供するためのＧＰＳの機械であるとかＣＳ

のパラボラアンテナのようなものの産業が宇宙関連民生機器産業となっています。最終的に

エンドユーザーに対してサービスを提供するのがユーザー産業で、これは三角形全体が９兆

円という産業規模になります。 

 宇宙産業を育てる、宇宙産業を振興するということでは三角形のピラミッドのボリューム

をいかに大きくするかが取り組みになるわけですけれども、特に２本柱でそれを取り組んで

おります。１つは、宇宙機器産業の部分の競争力を強化して、三角形の部分の高さをどんど

ん上げようと。要は、ロケットであるとか衛星であるとか関連機器の競争力をつけて海外に

売っていこう、輸出していこうという取り組みでございます。もう１つは、三角形の面積自

体をどんどん広げていって、宇宙関連産業のコミュニティーを広げていって、三角形のボリ

ュームを多くしようというような２つ目の取り組みです。これが宇宙関連産業コミュニティ

ーの拡大としています。 
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 次の３ページに行っていただきまして、今ご紹介しました産業振興に資する事業としては

その２本柱で、１つ目が宇宙産業競争力の強化、２つ目が宇宙関連産業コミュニティーの拡

大ということです。 

 １つ目の宇宙産業競争力の強化では２つの取り組みをしておりまして、１つは競争力のあ

るものをつくろう、売れるものをつくろうという取り組み、もう１つは例えば海外に輸出と

かをするに当たってはそれの支援をしようという取り組みがございます。ここに書いてあり

ますのがそれの具体的な施策になりますけれども、一番上の◆はいろいろ産業力を強化した

り競争力を強化するものを企業と一緒にですけれども、開発していきましょうという取り組

み。２つ目と３つ目のポツは、先ほどパッケージインフラの話も出ましたけれども、衛星を

輸出するに当たっては、先ほども出ました宇宙機関の設立に当たって例えば人材育成のとこ

ろをてこ入れしたりして、衛星の受注につなげるようなお手伝いをしていくという経産省さ

んも行っていた支援をＪＡＸＡでもさせていただいているわけですが、そのような取り組み

をしています。 

 ２つ目の柱の宇宙関連産業コミュニティーの拡大は今ある民生の技術を宇宙の方に取り込

んで、民生の企業が宇宙産業にかかわってもらうように仲間を増やすということとか、宇宙

の技術を民生に転用したり、宇宙の場を民間の方々に使っていただいて宇宙を利用したよう

な新しい事業を作っていただいて、その裾野を拡大していくという取り組みを行っておりま

す。 

 次の４ページ目は、これまでのＪＡＸＡが宇宙開発などを行いまして、それの成果として

最終的に企業の方々が技術移転をして自分たちで事業展開されている例を幾つか紹介してい

ます。 

 一番上の四角はＭＥＬＣＯさんの例なのですけれども、ＪＡＸＡの先進衛星のバス技術、

例えばＥＴＳ―ⅧであるとかＤＲＴＳとかの技術をもとにＭＥＬＣＯさんでＤＳ2000という

衛星バスを開発してトルコとかカタールの海外受注をとってきたり、昨年打ち上がりました

「ひまわり８号」であるとか、ＳＵＰＥＲＢＩＲＤなどにもこれが使われているというもの

です。 

 それから、Ｈ―ⅡＡロケット、先ほど中期計画の説明の中でＨ―ⅡＡの高度化という話が

ありましたけれども、これの成果として海外の受注も幾つかとっておりまして、ＫＯＭＰＳ

ＡＴという韓国の衛星は既に打ち上げた実績がございます。カナダのＴＥＬＥＳＡＴの受注

を受けておって、もうじきそれが打ち上がる予定になっています。 
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 こちらもＭＥＬＣＯなのですけれども、宇宙ステーションの補給機「こうのとり」の宇宙

ステーションに接近するための近傍接近システムがあるのです。これがアメリカの民間の宇

宙船、宇宙ステーションへの補給船なのですけれども、これはSpaceＸという会社とOrbital 

Sciences社という２つのシステムがありますが、Orbital Sciences社の方からこれの受注を

受けていて、近傍接近システムを輸出しています。 

 一番下は、今度、ＮＥＣさんになりますけれども、ＮＥＣさんも同様にＳＰＲＩＮＴ―Ａ

「ひさき」の開発の成果であるとか独自開発などもしたりして、ＮＥＣさんも同様に海外の

受注を目指して一応受注などをしている段階です。 

 ５ページ目は、実績として既に日本の宇宙製品の中にも海外のシェアをこれだけとってい

るものがありますということで、スラスタであるとかトランスポンダ、地球センサー、太陽

電池パネルなどは既に世界シェアで40％とか50％をとっているようなものもありますという

もののご紹介です。 

 次の６ページ目ですが、２つ目の柱の宇宙関連産業コミュニティーの拡大をするというこ

とで、これには３つの取り組みがあります。１つは、地上の技術を持っている企業さんに宇

宙へ適用して宇宙産業のコミュニティーに加わっていただくといういわゆるスピンインと、

宇宙の技術を民生に使っていただいて社会に貢献するとともに、こちらも宇宙産業コミュニ

ティーの現場になっていただくということでそのスピンオフ、それから宇宙を利用して新規

ビジネスをやっていただくという３つの取り組みを進めています。 

 スピンオフの事例を簡単にご紹介したいのですけれども、７ページになります。これは、

「はやぶさ」の電力制御を家電機器へ応用するということで、ご存じのように、「はやぶさ」

はいろいろトラブルがありつつ地球へ帰ってきたのですけれども、限られた太陽電池での発

生電力の中でいろいろ機器を動作させるためにはヒーターを入れたりしないといけないので

す。ヒーターのオンオフによっていろいろ消費電力が変動する中で、地球に無事に帰ってく

るためには一定量の電力をイオンエンジンに回してあげて噴射して地球に戻ってくるという

ことをするために、電力制御に非常に苦労したというのがあります。 

 今の家電の電力制御のシステムは、いろいろな家電機器を集中監視して制御するというシ

ステムになっていまして、これをすると家を建てる段階から大規模なシステムを導入しない

とできないのだけれども、ここで提案しているのは、インバーターが入っている家電製品の

一個一個にモジュラーをとりつけまして、その家電製品一個一個をコントロールするような

システムを提案して、これだと家電製品は本当に一個二個から始められるようなシステムを
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構築することができる。いわゆるトップダウンではなくてボトムアップ的なアプローチで電

力制御ができるということを今スピンオフの事例として展開しています。 

 これについてはいろいろプレス説明を行ったり説明会などをして、実証に協力していただ

くようなメーカーさんであるとか物をつくっていただくようなメーカーさんを募っておりま

して、一番下にもありますが、大手のエアコンメーカーさんが今試作品を製作して、新電力

ＥＸＰＯでデモを実施していただいている状況です。 

 次のページですが、宇宙用冷却下着の事業化ということで、冷却下着ではなくて宇宙用の

消臭下着みたいなところに委員長の多屋先生も協力していただいて、既にそれも製品化して

売れているのですけれども、昨年発表させていただいたのが宇宙用冷却下着で、宇宙服の下

にこれと同じような服を着て体温を一定に保つことをされているですが、これをスピンオフ

として、例えば高熱環境下で作業をするような消防服の下であるとか、あとは原発の廃炉作

業の防護服の下であるとかでそのような冷却下着を着ることによって体温を低く保つことが

できるというようなものを売り出しました。現在のところ300着ぐらい売れていまして、現

在は廃炉作業に使えるようにということで改良設計を行っている段階です。 

 今度はデータ利用ですけれども、まずは地球観測データの話です。昨年ＡＬＯＳ―２「だ

いち２号」が打ち上がりまして、これまでデータ提供はビジネスで使っていただく方に対し

てニーズを満たせなくてなかなか使っていただけないというのがありました。いろいろビジ

ネスで使うに当たっては、やはり欲しいデータが欲しいタイミングで手に入るのが非常に重

要だといわれていまして、「だいち」のころのデータ提供は提供するまでに何日もかかって

いたりして、なかなか使いたくても使えないのですという声がありましたけれども、「だい

ち２号」からは準リアルタイムで、オンラインでデータを提供することをして、ビジネスと

かでも使っていただくように努めています。 

 次の10ページ目になりますが、今度は地球観測データを漁業の操業に使っていただくとい

うことで、漁業情報サービスセンターが行っている事業の例なのです。ＪＡＸＡの「しずく」

というマイクロ波放射計のセンサーがあるのですが、これが海面の温度とかを観測するのに

非常にすぐれています。下側の図になりますけれども、海面水温と、もう１つ別の衛星のセ

ンサーで海面高度計というもののデータを使いますと、海面表面の温度だけではなくて水深

200メートルとか300メートルの水温が予測できるということがありまして、それで例えばメ

バチマグロの漁場などを探り当てることができる。こういうことをすると、漁場を探すのに

船があちこち走り回ると原料、コストが非常にかかるのですけれども、ここが漁場だという
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ところにピンポイントで到着できるということで、そういうコストであるとか労力も非常に

セーブできることになっています。 

 次の11ページは、今度、測位データの利用になります。「みちびき」は、現在このような

測位データを使ってどのようなことができるかというものの利用実証実験を行っています。

全部で144のテーマを募集して、今いろいろ実証実験を行っている最中です。ここに挙げま

したのは必ずしも実証実験で実施されているものだけではなくて、測位衛星データを使って

今後このような利用の可能性がありますということで、そういう意味ではＧＰＳを使って既

に行われているような事例も紹介しています。 

 「みちびき」の実証実験で現在行われているのが例えば一番左上の変位観測ということで、

計測ネットサービスさんと協力しまして、いろいろ地盤がずれ動いているとか、そのような

ところの実証実験を行ったりとかしています。 

 少しそこから下がっていただいて、波浪・津波監視ブイというのを海洋機構さんと協力し

て実証実験を今行っているところです。 

 右上で精密農業ということで、２つポツがありますけれども、下の方のポツで北大と中央

農業総合研究センターさんと協力しまして精密農業のための実証実験を今行っているという

状況です。 

 次のページですが、今度は宇宙の場を利用していただいて新しい事業に繋げていただこう

ということで、これはＩＳＳの「きぼう」の民間利用の進展ですけれども、たんぱく質の結

晶生成ということで、無重力環境を利用しますと重力による分子の密度とかが全然関係なく

なりますので、反応条件とかが非常に良くて純粋なたんぱく質の生成ができるというもので、

新薬などの研究開発の実験の場所としては非常に優れているというものです。 

 宇宙医学としては、ヤクルトが記者発表をしていますけれども、無重力環境下だと免疫機

能が低下するのが非常に著しいということで、いわゆる乳酸菌とかを使った免疫機能がどう

なるかという実験の場としては加速試験といいますか、地上でやるとかなり期間が経ってし

まうような評価も宇宙環境でやることによって非常に短期間で成果が検証できるということ

で、ヤクルトさんがステーションを使ってその実験をすることになっています。 

 超小型衛星の放出ということで、これまではいろいろ教育とか研究開発をメインに無償で

やっていたのですけれども、今、小型衛星ビジネスが欧米では結構盛んにビジネスが創出さ

れていまして、日本でもその辺を立ち上げようという企業がありまして、それに対応するた

めに有償でビジネス目的でも打ち上げますというサービスを提供しているというものです。 
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 13ページ、民間事業者の支援ということで、ＪＡＸＡ法が２年前に改正されまして、民間

事業者からの要請に基づいて民間事業者が宇宙に関する活動をする場合には必要な助言なり

支援を行いなさいということがＪＡＸＡ法の中に盛り込まれています。それに対応するため

にＪＡＸＡの中でも一昨年度は準備室みたいな感じで新事業促進室というのができまして、

今年度から新事業促進センターが新しくできまして、民間の方からのいろいろな協力依頼で

あるとか支援依頼みたいなところに対応しているというものです。 

 それの実績が一番最後の14ページになりますけれども、ここに書いてあるのは新事業促進

室ができてからですので、昨年度、今年度の合計の数になりますが、窓口への問い合わせの

総数が325件。それでいろいろ相談に乗りまして、実際に協力するという段階になりますと

契約を行うことになるのですけれども、契約件数が30件。実際には、支援がほとんどアドバ

イス程度でちょこちょこっとした対応で済んでしまえばお金はいただかないのですけれども、

結構こちらで設備を使っていただいたり必要なマンパワーを割くような場合には受託という

ことでお金をいただいているのですが、それの合計金額が7.9億という金額になっています。 

 その受託の内訳は、金額ではなくて件数になりますけれども、そこにグラフで上げている

ような形の内訳になっています。 

 以上でございます。 

○多屋部会長  ありがとうございました。委員の皆様からご質問等ございましたらお願い

いたします。 

○坂下委員  精密農業についてですが、今の段階では、精密測位より、センシングデータ

のニーズの方が顕在化しています。 

たとえば、和歌山のミカン園の早和果樹園でじゃ、全ての植樹にＩＣタグがつけ、地上で降

雨量とかのデータを取得し、糖度などの管理をしています。彼らのようなITを活用した事業

者にセンシングデータを提供し、より高度な気象予測などが実現できれば、育成の高次な最

適化が実現できるのではないでしょうか。特に、日本は南北に長いので、各地域で個別のデ

ータニーズがあるのではないかと思っており、データ利用の促進に期待し 

ています。 

  

○多屋部会長  他にいかがでしょうか。何か情報などもいただければと思います。――よ

ろしいでしょうか。 

○和田委員  １点質問なのですけれども、自治体からの問い合わせは結構あるのですか。 
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○ＪＡＸＡ（小川）  宇宙技術の民生利用という点では、要はスピンアウトの部分とスピ

ンインという点では、自治会の商工会議所みたいなところからうちの方に来て、例えば技術

マッチングみたいな、自分たちの持っているような技術が宇宙に使えるのか、うちの町はこ

ういう分野が得意なのだけれども、このようなところで使えるような技術が果たして宇宙に

あるのかをディスカッションするような機会を作って欲しいということで、自治体の例えば

産業技術コーディネーターみたいな方が来てそのようなセッティングをしましょうみたいな

いろいろな協力は結構あります。 

○和田委員  測位データで変位観測とかされていて、インフラの管理は自治体のすごい負

担になっているので、自治体さんもすごく関心があると思います。 

○多屋部会長  この窓口への問い合わせ件数は、多いとお感じでしょうか、それとももう

ちょっとあるのではないかとお感じでしょうか。 

○ＪＡＸＡ（小川）  窓口への問い合わせ件数に対して、受託契約の件数はかなり桁が違

うとお思いになると思いますけれども、やはり宇宙の技術は皆さん何か使えるのではないか

と思ってはいるらしいのですが、実際どんな技術があるのかは非常にわかりづらくて、質問

なりのお問い合わせを結構いただいて、いろいろこうなのです、こうなのですとご説明さし

あげて、ああ、では、いいですとなってしまうケースが結構あって、やはり宇宙の技術がど

ういうものかをもう少しわかりやすくいろいろ発信するのが大切かなと思っています。そう

いう意味では、やはり皆さんの宇宙の技術に対するギャップがあって、それが問い合わせ件

数と受託件数の差に出ているのかなと思います。 

○多屋部会長  他にいかがでしょうか。――皆様、よろしいですか。 

     （「なし」の声あり） 

 では、ＪＡＸＡの小川センター長様、ありがとうございました。最近の動きのご紹介を詳

細にしていただきました。 

 では、最後に事務局から連絡事項があればお願いいたします。 

○恒藤室長  本日のご審議、どうもありがとうございました。最終的にＪＡＸＡの中期目

標及び中期計画の変更案がまとまりましたら、またメールなりでご報告させていただきます。 

 あと、実は独立行政法人の制度は法律改正がございまして、この４月から変更になります。

評価制度も今まで本部会が属しておりました独立行政法人評価委員会が一旦廃止になり、新

しく研究開発法人審議会というのができるとなってございます。まだ経済産業省でどういう

形にするか担当を含めて検討中でございますが、また別途改めてご連絡させていただきます。 
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 以上でございます。 

○多屋部会長  以上で本日の議事を終了いたします。ありがとうございました。 

 

                                   ――了―― 


