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１．開会 

（事務局） それでは、皆様、長らくお待たせいたしました。時間になりましたので、ただ

いまより「次世代輸送系システム設計基盤技術開発プロジェクト」に関します評価委員会を

開催させていただきたいと思います。 

 本日の評価委員会はプロジェクトの中間評価を行うことを目的に開催いたします。そうい

った意味で、委員の皆様、それからプロジェクト推進部室の皆様、実施部の皆様、よろしく
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お願いいたします。中間評価のポイントは、当初設定されました開発目標に対する達成度と

プロジェクトの改善・見直しの提言ですので、多方面からの厳正・公平・中立な評価をよろ

しくお願いいたします。 

 まず、議題１に関係する資料といたしましては、配布いたしました資料の中の番号１－１

の資料と１－２の資料になります。議事次第をプロジェクタのほうで提示してございますの

で、これに従いまして進めさせていただきたいと思います。 

 予定といたしましては、公開・非公開の部を含めて、17時半をめどに進めさせていただき

たいと思っております。 

 最初に、評価委員会の設置の件ですが、お手元の資料１－１をごらんください。本年、新

エネルギー産業技術総合開発機構、ＮＥＤＯの機械システム技術開発部の山本部長より本評

価委員会が設置されております。そこで表１に示してございます７名の皆様を評価委員とし

て指名させていただきました。ＮＥＤＯ内における設置等の規程につきましては、資料１－

２のＮＥＤＯ技術委員・技術委員会規定をご参照ください。 

 また、評価委員長は委員の互選により選任と定められておりまして、事前に北海道大学名

誉教授の伊藤献一様に評価委員長の就任をお願いし、ご本人及び各評価委員の方々のご承認

をいただいております。 

 それでは、伊藤委員長、今後の議事進行のほど、よろしくお願いいたします。 

（伊藤委員長） 本評価委員の委員長を仰せつかりました、北海道大学におりました伊藤で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 本プロジェクトにかかります評価を円滑に進めていくために、皆様の、あるいはまた関係

した方々のご協力をぜひちょうだいしたいというふうに思っております。 

 往々にして、評価というふうになりますと、日本人の中には、欠点を洗い出して、そして

点数をつける、そういう感覚がございますけれども、大変、重要なプロジェクトを熱心にさ

れたわけでございますので、実施された方々の気がつかないいい点というようなこと、それ

から、評価すべきことがプレゼンテーションの中には十分に含まれてない場合であっても、

そういうのを掘り起こして評価するということも必要かなというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議事次第に沿って進めさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、まず最初でございますけれども、事務局から出席者のご紹介をお願いいたしま
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す。 

（事務局） それでは、評価委員の方々をご紹介いたします。簡単で結構でございますので、

ご専門の分野を一言いただけますと幸いです。 

 まず初めに、先ほどご紹介致しましたが、評価委員長をお願いしております、北海道大学

名誉教授の伊藤先生でございます。 

（伊藤委員長） 伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

（事務局） ありがとうございました。 続きまして、副委員長をお願いしております、元

静岡大学工学部教授の宮澤先生でございます。 

（宮澤副委員長） 私、宮澤です。昨年３月に大学を定年退官しましたが、専門は過去の経

験から宇宙輸送システムということになっております。今は宇宙開発委員会の調査部会に、

ロケット、衛星などの失敗が3件続いて起きた1年少し前の時から参加させて頂いておりま

す。今後ともよろしくお願いします。 

（事務局） どうもありがとうございました。続きまして、宇宙航空研究開発機構宇宙科学

研究本部教授であります佐々木先生、お願いいたします。 

（佐々木委員） ＪＡＸＡ宇宙科学研究本部の佐々木でございます。よろしくお願いいたし

ます。専門は宇宙エネルギー工学、宇宙エネルギー利用が専門ですので、よろしくお願いい

たします。 

（事務局） どうもありがとうございました。続きまして、九州工業大学工学部機械知能工

学科・工学研究科助教授であります赤星先生、お願いいたします。 

（赤星委員） 九州工業大学の赤星です。専門は機械工学で、その中で材料力学を教えてお

りますが、研究分野では超高速衝突の宇宙ごみなどの研究をしております。どうぞよろしく

お願いします。 

（事務局） 引き続きまして、日本大学生産工学部機械工学科助教授であります野村先生、

よろしくお願いいたします。 

（野村委員） 初めまして、野村と申します。大学のころからマイクログラビィティーを使

って燃焼の研究をやっておりました。そのご縁でここにいさせていただいているんだと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

（事務局） どうもありがとうございました。続きまして、東京大学大学院新領域創成科学

科研究科助教授の小紫先生、お願いいたします。 

（小紫委員） 小紫と申します。専門は、衛星の推進系を研究しております。学部の授業で
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はロケットの推進システムについて講義をしています。よろしくお願いします。 

（事務局） どうもありがとうございました。続きまして、株式会社三菱総合研究所科学技

術研究本部主席研究員であります長山様、お願いいたします。 

（長山委員） 三菱総合研究所の長山です。私だけ少し毛色が変わっておりますが、専門と

言われても少し困りますが、私のほうは宇宙全般の調査を行っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

（事務局） 以上の方に委員をお願いしております。 

 続きまして、推進・実施側のご紹介をいたします。まず初めに、経済産業省製造産業局航

空機武器宇宙産業課宇宙産業室の波多野室長。 

（経済産業省・波多野） 波多野でございます。本日、皆さん、大変お忙しいところをお集

まりいただきまして、大変ありがとうございました。 

（事務局） 続きまして、浅井課長補佐ですが、若干到着がおくれておりますが、後ほどい

らっしゃると聞いております。続きまして、後ろの席ですが、堀係長。 

（経産省・堀） 宇宙産業室、堀と申します。よろしくお願いいたします。 

（事務局） ありがとうございました。引き続きまして、社団法人日本航空宇宙工業会の田

中常務。 

（日本航空宇宙工業会・田中） 日本航空宇宙工業会の田中でございます。本プロジェクト

のプロジェクトリーダを担当させていただいております。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 同じく工業会の前島部長。 

（日本航空宇宙工業会・前島） 日本航空宇宙工業会の前島です。よろしくお願いいたしま

す。 

（事務局） 同じく工業会の山下部長。 

（日本航空宇宙工業会・山下） 日本航空宇宙工業会の山下でございます。よろしくお願い

いたします。 

（事務局） 引き続きまして、株式会社ギャラクシーエクスプレス社の永野社長。 

（ギャラクシーエクスプレス・永野） ギャラクシーエクスプレスの永野でございます。今

日はよろしくお願いいたします。 

（事務局） 同じくギャラクシーエクスプレスの武居部長。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） 武居でございます。本日の評価、よろしくお願いい

たします。 
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（事務局） 引き続きまして、榛沢部長。 

（ギャラクシーエクスプレス・榛沢） ギャラクシーの榛沢です。よろしくお願いいたしま

す。 

（事務局） 引き続きまして、中神部長。 

（ギャラクシーエクスプレス・中神） ギャラクシーの中神です。よろしくお願いいたしま

す。 

（事務局） 引き続きまして、石田部長。 

（ギャラクシーエクスプレス・石田） ギャラクシーの石田と申します。よろしくお願いし

ます。 

（事務局） 引き続きまして、河内部長。 

（ギャラクシーエクスプレス・河内） 河内です。どうぞよろしくお願いいたします。 

（事務局） 引き続いて、泉山次長。 

（ギャラクシーエクスプレス・泉山） 泉山と申します。よろしくお願いします。 

（事務局） 引き続きまして、水越次長。 

（ギャラクシーエクスプレス・水越） 水越といいます。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 引き続きまして、高橋次長。 

（ギャラクシーエクスプレス・高橋） 高橋です。よろしくお願いいたします。 

（事務局） それと、現在は石川島播磨重工業株式会社に勤務しております、前ギャラクシ

ーエクスプレス社の丸部長。 

（石川島播磨重工業・丸） 丸です。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 引き続きまして、ＮＥＤＯ機械システム技術開発部の山本部長。 

（ＮＥＤＯ・山本） 山本でございます。よろしくお願いします。 

（事務局） 同じく塙主任研究員。 

（ＮＥＤＯ・塙） 塙でございます。どうぞよろしくお願いします。 

（事務局） 同じく早川主任研究員。 

（ＮＥＤＯ・早川） 早川でございます。よろしくお願いします。 

（事務局） 以上が推進・実施側のご紹介です。 

 続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。まず、ＮＥＤＯ機械システム技術開発

部の仲西主査。 

（ＮＥＤＯ・仲西） 仲西です。よろしくお願いいたします。 
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（事務局） 引き続き、企画調整部の薄井主任。 

（ＮＥＤＯ・薄井） 薄井でございます。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 引き続いて、機械システム技術開発部の木村主任。 

（ＮＥＤＯ・木村） 木村と申します。よろしくお願いいたします。 

（事務局） 最後に、私、本評価委員会の事務局を担当しております、ＮＥＤＯ機械システ

ム技術開発部の川崎です。よろしくお願いいたします。 

 少し長くなりましたが、以上でご紹介のほうを終わらせていただきます。 

（伊藤委員長） それでは、ＮＥＤＯ機械システム技術開発部の部長、山本様から、あいさ

つと本委員会の趣旨説明をお願いいたします。 

（ＮＥＤＯ・山本） ＮＥＤＯ機械部長をしています山本でございます。本日は、この中間

評価委員会ということで、委員の皆様、大変ご多忙の中ご出席をいただきまして、大変あり

がとうございました。 

 私どもＮＥＤＯでは経産省の宇宙産業プログラムに基づきましてこの本プロジェクトを進

めているところでございます。このプロジェクトは、言うまでもなく、新しい中小型のロケ

ットの研究開発を支える設計技術を開発しているというものでございます。ごらんのとおり、

この宇宙ビジネスというのは、これからますます盛んになって、特に民間主導で、非常にサ

ービスも期待されているというところでございます。そういったものに資するための研究開

発という位置づけで、これを実施しているところでございます。 

 それで、今般のこの中間評価といいますのは、ＮＥＤＯ全体といたしましても、組織の中

に研究評価部というのがございまして、各プロジェクトが実施している内容について、事前、

そして中間段階、そして、プロジェクトが終わりました事後の段階という形で評価をし、プ

ロジェクトの効率的な運用、あるいは適切な運用を図るという観点から実施しているもので

ございます。今般も、そのような事業の一環の中でこの中間評価というものを実施させてい

ただくものでございます。 

 中間評価の詳細は後ほど事務局からご説明をいたしますけれども、委員の先生の皆様方か

ら、客観的な立場で、このプロジェクトの内容についてご評価いただき、それをその後のプ

ロジェクトの進展にいろいろ反映させていくということで、プロジェクトの運営を改善して

いくというために実施しているというものでございます。 

 その意味では、忌憚のない、あるいは厳正なご評価をいただきまして、ぜひ、今後のプロ

ジェクトを円滑に、かつ効率的に、適切に進めていくための、いろいろなご助言、ご指導を
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いただければというふうに考えてございますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 本日は、大変長時間にわたりご評価をいただくわけでございますが、熱心なご討議をよろ

しくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

（伊藤委員長） ありがとうございました。 

 次に、事務局から配布資料の確認をお願いいたします。 

（事務局） それでは、議事次第の４枚目か５枚目、後ろにあります、配布資料のリストを

ご参照ください。資料の右上に資料番号を記載しております。資料ナンバー１の関係は、評

価委員会の設置関係についてまとめたものです。また、資料２関係が、公開・非公開にかか

わる資料です。それから、資料３関係が、評価の実施方法と評価報告書（案）の構成関係を

示してございます。また、資料４が事業原簿関係。資料５がプロジェクト関係の説明に使用

するＯＨＰ関係の資料です。それと、最後のほうで、資料６が質問票、資料７が今後の予定

といった形で配布してございます。なお、資料４－２は、後ほどの議題２において、非公開

の審議に関する資料で、メーンテーブルと実施者の皆様のみの配布、それから、資料５－２

はメーンテーブルの方のみの配布となっておりますことをご了解願いたいと思います。 

 各資料がそろっているか確認をお願いいたします。もし、不足等がある場合には、事務局

のほうに申し出ていただきたいと思います。 

 

 

 

 

２．評価委員会の公開について 

（伊藤委員長） それでは、議題２の分科会の公開・非公開の件に入らせていただきたいと

思います。議題２について、事務局から説明いただきます。 

（事務局） 議題２に関連する資料といたしましては、資料番号２－１と２－２の２つの資

料です。資料２－１の評価委員会の公開についてをごらんください。本日の評価委員会の公

開・非公開理由について記載したものです。内容を読まさせていただきます。「評価委員会の

公開について。評価委員会においての公開については、「研究評価委員会」の公開の取り扱い

に準じて以下のように行わなければならない。(1)議事録については原則として会議終了後１

カ月以内に作成し公開する。(2)配布資料は、原則として公開する。(3)傍聴については、以

下の運営に支障をきたさない範囲において、原則として認める。(4)委員会開催日程について
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は、事前に周知を図るものとする。(5)知的財産権の保護の上で支障が生じると認められる場

合等については、委員長の判断により、委員会を非公開とすることができる。この場合、公

開される議事録には委員会が非公開となった事由に相当する部分は含まないものとする。本

日の評価委員会においては、上記(2)、(3)に基づいて、プロジェクトの概要説明は公開とす

る。上記(5)に基づいて、プロジェクトの詳細説明及び事業原簿中の一部資料は非公開とする」。 

 本日の評価委員会におきましては、プロジェクト概要はこの枠内の(2)及び(3)に基づいて

公開とさせていただきました。プロジェクトの詳細につきましては、プロジェクト実施側の

要望により、(5)の知的財産保護の観点から非公開とさせていただくことを希望いたします。

また、詳細に関係する資料については、同様に非公開を希望いたします。 

 資料２－２研究評価委員会関係の公開については、関係法律、それから行政指針等をまと

めて記載したものです。後ほど内容をご確認いただければと思います。 

 以上です。 

（伊藤委員長） ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対しまして、何かご意見、ご質問がございましたらお願いいたします。 

 特にないようでございますので、本評価委員会は、先ほどご提案いただきましたように、

概要部分は公開、それから、議題５以降の詳細部分は非公開とさせていただくということで

よろしゅうございますね。では、そのようにはからせていただきます。ありがとうございま

した。 

 

 

３．評価の手順および評価報告書の構成について 

（伊藤委員長） それでは、続きまして、議題３、評価の手順および評価報告書の構成につ

きまして、事務局から説明願います。 

（事務局） 議題３のＮＥＤＯにおける評価の実施方法及び評価報告書について説明させて

いただきます。議題３に関係する資料は、資料ナンバー３－１から３－８までです。評価の

実施方法に関する詳細内容は、資料３－２から３－７に、それから、評価報告書の構成案は

資料３－８に記載されております。この部分は資料が多いですので、プレゼンテーションの

形で説明させていただきます。プレゼンテーション資料は資料ナンバー３－１の資料でござ

いますので、後ほどご参照ください。 

 評価の実施方法と評価書の構成についてご説明させていただきます。 
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 まず、ＮＥＤＯにおける研究評価ですが、評価の開始ということで、平成13年度から始ま

っております。これも、国の研究開発評価に関する大綱的指針、それから経済産業省の技術

評価指針に基づきまして開始されております。評価の実績ということで、先ほど部長の山本

のほうから話がございましたが、研究評価部主催でやっております評価の実績ということで、

中間評価、事後評価、それぞれの件数を示してございます。 

 ＮＥＤＯにおける評価ですが、まず事前評価、それから中間評価、事後評価、追跡評価と、

大きく分けて４種類の評価がございます。事前評価は、プロジェクト立案の判断のために実

施。中間評価は、今回、この評価委員会で実施しているものですが、研究期間が５年以上の

プロジェクトについて中間年に実施。ただし、必要と認める場合は、予定していた時期にか

かわらず実施することになっております。今回の評価対象になっておりますプロジェクトに

ついては、２年終わったところでやろうという当初の基本計画に基づいて実施しております。

中間評価の目的としては、目標達成度の把握、テーマの継続・拡大、縮小・中止等の資源判

断に資するものとすることになっております。事後評価といたしましては、プロジェクト終

了後、これは終了年の翌年に実施ということで、評価結果を以後のプロジェクトの企画、運

営管理に反映することを目的としております。それと、また、追跡評価というものがござい

まして、これはプロジェクト終了の数年後に実施ということで、研究成果の社会への貢献に

ついて評価を行うものになております。ＮＥＤＯといたしましては、４つの評価がありまし

て、今回は中間評価ということで実施しております。 

 評価の実施体制ですが、基本理念としては、透明性の確保、中立性の確保、それから継続

性の確保、実効性の確保ということで、評価委員会を設置して実施しております。評価者と

いたしましては、外部評価者ということで、先ほどご紹介いたしました先生方にお願いして

おります。被評価者、これが実施者及びＮＥＤＯ機械システム技術開発部となります。それ

と、事務局ですが、今回、機械システム技術開発部が主催している評価ですので、機械シス

テム技術開発部が事務局を担当しております。評価委員会終了後、評価結果をまとめて評価

報告書を作成し、ＮＥＤＯ内の企画調整部のほうに結果を報告するような形になっておりま

す。 

 中間評価結果の反映につきまして、評価結果を次年度からの計画に反映していく。それか

ら、類似プロジェクトにおける企画立案・運営管理に反映させる。また、反映状況等につい

てはＮＥＤＯ内外に周知するということで実施しております。 

 今回の中間評価の評価フローですが、本日、評価委員会ということで、２月４日に開催し
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ております。この中で、実施者のほうから事業説明をしていただきまして、事前に評価委員

の先生方に事業原簿を配布し、一応中身を理解してきていただいておりますが、この場で不

足な部分、質疑応答をしていただいて、さらなる理解を深めていただき、評価をしていただ

くということを目的としております。 

 評価委員会終了後、委員の先生方には評価コメントを作成いただきまして、事務局のほう

でそれのとりまとめを行い、実施者と事実誤認、補足説明、意見書提出等々を行って、最終

的に、意見を評価結果に反映し、結果を委員の方々に確認した上で、最終的に評価報告書と

いう形でまとめていく流れになってございます。 

 今、担当の希望としては、２月末までにまとめたいと思っておりますが、あす以降の線表

を引っ張ってみますと、なかなか厳しいかなと思っておりますが、皆さんのご協力のもと作

業を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 事業原簿というものが、今、お手元に配布しておりますが、ＮＥＤＯで実施する事業につ

いて、事業ごとにその全容について記述した文書であり、事業推進部署が事業開始時に作成

し、その後、事業進捗や社会情勢変化等に応じて適時追記・修正等更新するものです。事業

原簿は、技術評価を実施する際の主たる資料になるということで、今回の評価のもととなる

大切な文書でございます。 

 具体的に評価項目、評価基準は何かということで、ＮＥＤＯの評価におきましては、４つ

の評価軸がございます。１つ目が事業の目的・位置づけ、２つ目が研究開発マネジメント、

３つ目が研究開発成果、４つ目に実用化・事業化の見通し。この４つの評価基準に基づきま

して評価を実施していただくことになります。 

 評価の内容といたしましては、大きく分けまして、プロジェクト全体に関する評価と個別

テーマに関する評価ということで実施いただきます。プロジェクト全体に関する評価につき

ましては、総論と各論ということで、各論の中でそれぞれ先ほどの４つの評価軸に基づいて

評価していただく。それから、個別テーマに関する評価につきましては、それぞれの成果に

関する評価、今後の提言等をいただきたいと考えております。 

 今回の次世代輸送系システム設計基盤技術開発プロジェクトにおける個別研究テーマとい

うことで示させていただいております。この後、実施者側のほうから詳細説明が出ますが、

４つの個別テーマがございまして、そのうち、今回、中間評価の対象となるのは、このＡ、

Ｂ、Ｃの３つの個別テーマになります。 

 きょうの評価委員会終了後、評価委員の皆様には評価コメント票というものを作成してい
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ただくことになります。これも、先ほどの評価軸に関して、肯定的意見、それから問題点・

改善すべき点、その他ということで、可能な限り、その理由をコメント欄に記述していただ

くような形でコメントをいただきたいと思っております。 

 それと、コメントをいただくということにあわせまして、評点法ということで、先ほどの

４つの評価軸、それぞれに対してＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、要は、非常に重要、重要、優、良、可、

不可ということで点数づけをしていただくことも考えてございます。 

 評価結果につきましては、それぞれＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄを数値に換算いたしまして、最終的に

各委員の皆様の評点を平均してまとめていきたいと考えております。 

 評価の分担（案）ということで、このようにまとめさせていただいておりますが、皆さん、

全般にわたりましてコメントをいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 最後に、評価報告書の構成ですが、評価がかたまったところで、最終的に評価報告書とい

うことで、評価者の意見を取りまとめて作成した評価結果として、１０行程度のものが四角

かこみのものが記載され、その後、各委員の皆様からいただいたコメントを、無記名という

形ですべて網羅する形で、報告書のほうを作成していきたいと考えております。最終的には、

第１章、評価ということで、今回の評価結果をまとめたもの、それから、第２章、プロジェ

クトの概要ということで、事業原簿、それからきょう使いました発表資料等をまとめまして、

評価報告書という形で最終的にまとめる予定でございます。 

 以上、ちょっと雑駁ではありますが、評価の概要ということでご説明させていただきまし

た。 

（伊藤委員長） ありがとうございました。 

 今のご説明、このプロジェクトの評価を進めていくための基本的な考え方、具体的な評価

の実施方法とか、評価報告書の構成というようなお話がありましたけれども、何かご意見と

かご質問はございますでしょうか。特にございませんか。 

 それでは、今後の評価の進め方につきましては、基本的には事務局から今ご提案がござい

ました線に沿いまして進めさせていただきたいというふうに思います。委員の皆様におかれ

ましては、本日の評価委員会の後で、評価コメント票及び評点の作成というようなことを、

大変、短い期間でございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 

４．プロジェクトの全体概要 
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（伊藤委員長） それでは、これからプロジェクト全体についてのご説明をお願いしたいと

思います。開始に先立ちまして、事務局より１つ事務的な連絡をお願いいたします。 

（事務局） 本日は限られた時間の中で審議を行いますので、予定時間内の説明をお願いし

たいと思います。概要説明では、特に鈴等を用いて時間をお知らせすることはいたしません

が、よろしくお願いいたします。 

（伊藤委員長） それでは、議題４、プロジェクト全体概要につきまして、推進部、ＮＥＤ

Ｏ機械システム技術開発部、主任研究員の塙様から、それから、社団法人日本航空宇宙工業

会常務、田中様から、また、株式会社ギャラクシーエクスプレス部長の武居様からご説明を

お願いいたします。今もお話がありましたように、説明はあわせて４０分、それから、質疑

応答は４０分ということで、よろしくお願いいたします。 

（ＮＥＤＯ・塙） それでは、プロジェクトの全体概要について、塙のほうからご説明させ

ていただきます。 

 まず、ロケット技術の重要性ということで、現在、ロケットは、今後発展が期待される宇

宙開発利用の重要なインフラの１つということは、皆様、ご認識いただいていると思います

が、これに関しては、総合科学技術会議のほうで、ここに書いてありますように、人工衛星

等を必要なときに、独自に宇宙空間に打ち上げる能力を将来にわたって維持することを基本

方針ということでうたわれており、ロケット技術は宇宙開発利用の基幹技術と位置づけられ

ております。 

 さて、このロケットのような大規模システムに対して、高い信頼性を確保しつつ、開発・

運用するための基盤的技術の整備が必要とされているわけです。これについては、ロケット

の基本技術を開発して、実際のロケットの開発で効果を実証するためには、大規模な投資と

長い期間を要します。したがって、産官連携のもとで効率的に研究を進めていく必要がある

ということ。それから、本事業で開発する基盤技術は、各種ロケットに共通的な基盤技術で

ありまして、公共性が高いと。また、この開発技術は、ロケット以外の他の大規模システム

にも幅広い波及効果が期待できるということで、本開発はＮＥＤＯの関与の必要性ありとい

うこととしております。 

 さて、本プロジェクトは、経済産業省の宇宙産業高度化基盤技術プログラムの一環と位置

づけられております。この絵で申しますと、真ん中のロケットの中のグリーンに塗った部分

ですね、これが本プロジェクトの線表になっております。この宇宙産業高度化基盤技術プロ

グラムと申しますのは、宇宙産業は、大きな技術波及効果を有し、国民の安全にも密接にか
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かわるだけでなく、高度情報化社会の実現、地球環境の保全等多様な社会ニーズにこたえる

基盤となるものである。経済産業省では、我が国宇宙産業の国際競争力を強化すること等を

目的とした宇宙産業高度化基盤技術プログラムを実施している。これが本プログラムでござ

います。 

 さて、本事業の背景でございますけれども、衛星の商業打ち上げ市場は、現在、欧米が一

歩先の段階に進んでおり、国際的な市場が形成されつつあるというのが状況です。商業衛星

打ち上げ市場では、信頼性向上、それから、低コスト、開発期間短縮が求められるが、ロケ

ットの設計や点検作業等での不具合要因の見落としが、その後の不具合発生開発の後戻りを

引き起こし、開発期間の増加やコストの増大を招くとともに、ひいては打ち上げにおける信

頼性を低下させる恐れもあります。商業打ち上げ市場への参入を目指した民間主導による中

小型ロケット開発、これはＧＸロケット開発というふうに言われておりますが、これが実際

始動しておりまして、国際競争力強化の観点から基盤技術に関する開発が求められています。 

 こうした事業背景のもとに、本事業の目的としましては、商業打ち上げ競争力確保のため

の課題として、開発から実用機運用にわたる基盤技術の高度化を図り、信頼性を向上させつ

つ低コスト化・開発期間短縮を実現するということを課題としまして、具体的には３つ、ま

ず１番目にハードウエア、ソフトウエア開発で見落とされた不具合要因を開発初期の段階で

排除する。２番目に、射場点検における人的ミス等による不具合要因を自律的に排除する。

３番目に、ユーザ衛星インターフェース仕様設定の過誤を排除するとともに効率化すること

を目的とした技術基盤の整合性ある開発を行い、開発後期での不具合発生を未然に防止して、

期間短縮、低コスト化を実現するとともに信頼性を向上させる。これが本事業の目的として

いるものでございます。 

 実際の研究開発項目は、ここに書いてありますように、ヴァーチャルプロトタイピング技

術、略してＶＰというふうにここでは呼んでおりますが、２番目に高度信頼性飛行制御検証

技術、これはＦＳ、それから、３番目、次世代ＬＮＧ制御システム研究、ＬＮＧ、それから、

４番目にミッション対応設計高度化技術、ＭＩ、この４つの研究開発項目があります。詳細

は後ほど順次説明いたしますが、これらのプロジェクトの課題は、本プロジェクトにおける

基盤技術の開発は、ＧＸロケット開発と並行して実施し、開発技術を実際のＧＸロケット開

発へ適用することにより、その有効性を確認しつつ推進する。したがって、開発成果のＧＸ

ロケットの実用性は開発の進展に伴って実証されていくというスキームになっております。

また、あわせて、この３番目のＬＮＧの基盤技術に関しては、小型ＬＮＧ気化設備の制御機
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器への対応可能なものといたしております。 

 ここで述べました、ＧＸロケット開発、中小型ロケット開発は、ここに書いておりますよ

うに、宇宙開発の民間企業が出資した株式会社ギャラクシーエクスプレスが中心となり、海

外の実績あるロケット技能と国内で培われた技能を融合して、国際競争力のある中小型ロケ

ットの運用を目指した開発というものでございます。これの詳細は、ここに書いてある、液

体２段式のロケットで、１段は米国のロッキードマーチン社から採用する。それから、２段

目は、現在ＪＡＸＡさんのほうで開発中の推進系です。それから、システム設計、システム

組立、飛行ソフトウエア、アビオニクスの開発、これはギャラクシーさんのほうで開発して

いるというロケットになっております。 

 さて、このプロジェクトのスケジュールですが、14 年度から 17 年度までありまして、14

年度から１番目のヴァーチャルプロトタイピングと高度信頼性飛行制御、それからＬＮＧ、

この３つの課題をスタートされております。１番目と２番目は、一応、現在、16年度の中間

評価時点で既に完了しております。現在、３番目の開発が途中段階、それから、16年度から

４番目のミッション対応設計高度化技能、これをスタートさせております。今回の中間評価

の対象ですが、これは一応１番目、２番目、３番目を対象といたしておりますので、４番目

はまだスタートしたばかりですので、本日の評価の中から除外させていただいております。 

 それから、予算が、それぞれ、１番目、２番目、３番目、４番目に、一応、予定されてい

る予算はこの額になっております。なお、ここで、現在、基本計画書上は１７年度で終了と

なっておりますけれども、既に１７年度の予算が決まっておりますが、その予算との整合性

を図るために、１８年度まで、１年延長して実施する予定になっております。 

 プロジェクトの推進体制としましては、ＮＥＤＯが基本的に基本計画書を策定し、委託先

を公募選定してスタートしているわけですが、実際のプロジェクトの推進責任者としまして

日本航空宇宙工業会の田中常務さん、それから、サブプロジェクト推進責任者として、ギャ

ラクシーエクスプレス社の武居部長にお願いしております。なお、委託先としては、この日

本航空宇宙工業会と、それからギャラクシーエクスプレス社の共同実施ということで実施し

ております。 

 以上でございます。 

（日本航空宇宙工業会・田中） 日本航空宇宙工業会の田中でございます。資料その２によ

りましてプロジェクトの全体概要についてご説明をさせていただきます。 

 まず、事業の目的でございますが、国際ロケット市場における我が国の宇宙産業の産業競
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争力を確保するために、ロケットの開発から実用機運用までの設計等の信頼性を向上するこ

とによりまして、期間短縮、コスト低減、こういったものを可能とする次世代輸送系システ

ム基盤技術の開発を行うというものでございます。 

 対象としている作業でございますが、まず、機体開発のフェーズにおきます各種の設計作

業がございます。また、機体運用段階におきます射場の点検作業というものがございます。

また、実用機運用段階におきます衛星等の搭載作業というものがございます。今回の研究は

これらの作業の効率化に資する技術を開発するというものでございます。 

 まず、現状についてご説明いたします。機体開発段階でございますが、開発の最終段階で

通常は初めてシステムレベルの試験が実施されます。この中におきまして、設計の妥当性が

評価・確認されるわけでございますが、仮にこの段階で不具合が発見されますと、設計等に

対する大きな手戻りが発生するということになります。そして開発期間の延長をもたらすと

いうことでございます。そういった意味で、ハードウエアの成立性、ソフトウエアの妥当性、

こういったものを設計段階で検証することが必要であるということでございます。 

 機体運用段階でございますが、射場におきます機体の点検作業、これは手作業で実施され

ているというのが現状でございます。そういった意味で、人為的なミスとか、また、期間の

長期化をもたらしているというのが現状でございます。そういった意味で、点検作業を最大

限自動化することが必要だろうと見積もってございます。 

 実用機の運用段階でございます。この場合には、衛星を搭載することになりますが、その

搭載に伴いまして、設計・解析を実施します。そのときに、衛星とのインターフェースが必

要になるわけでございますが、このインターフェースは、衛星の設計にあわせまして、逐次、

開示されるということでございます。必ずしも必要な時期に提示されないということになり

ます。そういった意味で、衛星搭載関連業務がどうしても後倒しに、長期化しているという

のが現状でございます。そういった意味で、衛星搭載にかかわりますミッション対応設計を

前倒し的に実施することが必要だというふうに見積もってございます。 

 今、申し上げました現状を踏まえまして、研究開発項目と内容についてご説明させていた

だきます。 

 まず、機体開発の段階でございますが、２つの項目がございます。ヴァーチャルプロトタ

イピング技術がその１つでございます。仮想空間でのシミュレーション、いわゆるヴァーチ

ャル技術でございますが、このヴァーチャル技術を用いまして、システム設計の物理的な妥

当性を評価いたします。例えば、コンポーネント同士で干渉がないかどうかというようなこ
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とをまず明確にいたします。そして、必要ならば、それを改修するわけでございますが、そ

の改善内容を３Ｄ－ＣＡＤデータに直接にフィードバックすることが必要となります。この

技術を開発いたします。また、同じくヴァーチャルプロトタイピング技術を使いまして、作

業員の作業性というものを評価いたしますが、そのとき作業員の負荷を加味して評価する必

要がありますが、そういった技術を開発いたします。 

 もう１つの項目は、高度信頼性飛行制御検証技術というものでございます。これは、ロケ

ットのシミュレーションを開発するというものでございまして、シミュレーション技術を使

いまして、あらゆる事態を想定いたしまして、その妥当性を検証するというものでございま

す。そして、もしソフトウエアに不具合があれば、その場所を特定する、その技術を開発い

たします。 

 機体運用段階でございますが、研究項目といたしましては、次世代ＬＮＧ制御システム技

術でございます。これまで人手に頼っておりましたロケットの機体点検作業といいますもの

を、自動的に故障を検知し、識別し、分離し、対応するような、そういった自動化技術を開

発いたします。 

 実用機運用段階でございますが、研究項目といたしましては、ミッション対応設計高度化

技術でございます。今、衛星搭載に伴いまして必要となりますインターフェース仕様、それ

が未確定な場合に、あるリスクを考慮いたしまして設定することにより、衛星搭載作業を前

倒し的に効率的に実施する技術を開発いたします。 

 それぞれの相関を示したものでございますが、まず機体開発段階のシステム設計の妥当性

の評価、効率化にヴァーチャルプロトタイピング技術で開発された技術を使います。また、

開発段階のソフトウエアの設計作業の妥当性、または効率化のために高度信頼性飛行制御検

証技術で開発されました技術を使います。また、機体運用におきます射場の点検作業、これ

の効率化のために次世代ＬＮＧシステム制御技術で開発された技術を使います。また、実用

機運用段階の衛星搭載にかかわります作業につきましては、ミッション対応設計高度化技術

で開発された技術を使うというのが全体の関係になってございます。 

 今、申し上げました研究課題を達成するのが研究の大きな目標になるわけでございますが、

研究の進捗を評価するという立場で指標を設定してございます。期間短縮という指標を設定

いたしました。国際市場におきます競争力を確保するためには、欧米並みの期間の中で必要

な作業を終了する必要があるだろうという観点から、期間短縮という指標を採用したもので

ございます。ヴァーチャルプロトタイピング技術の研究におきましては、システム設計の作
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業期間を３０％削減するという目標をセットいたしました。高度信頼性飛行制御検証技術に

おきましては、飛行ソフトウエアの作業期間を２０％削減するという目標を立ててございま

す。次世代ＬＮＧ制御システム技術の研究におきましては、機体点検工期を３０％削減する

としてございます。 

 これは最終目標でございまして、中間目標といたしましては、自動点検アルゴリズムをま

ず確定するということと、そのアルゴリズムを実行し得るアビオニクスの実現性を確認する

という２つの中間目標を設定してございます。ミッション対応設計高度化技術の研究におき

ましては、衛星搭載にかかわりますインテグレーションの作業期間を40％削減するとしてご

ざいます。ただし、これは、この１番から３番までの技術を応用したときの効果も含めた値

というふうにご理解いただきます。 

 先ほど塙主任研究員のほうからございましたように、ミッション対応設計高度化技術の研

究につきましては、対象外ということでございます。アルゴリズムの確定、また、アルゴリ

ズムの実行し得るアビオの実現性の確認については、これを確認してございます。また、シ

ステム設計の作業期間を３０％削減する、ソフトウエアの設計作業期間を２０％削減すると

いう目標についても達成していることを確認したということをまずご報告させていただきま

す。 

 全体のスケジュールでございます。先ほどもございましたように、１４年度から１７年度

にかけて実施する研究として基本計画に位置づけられてございます。先ほど塙主任研究員の

ほうから、この期間延長のお話がございました。我々といたしましても、研究開発機構と十

分な連携をとりつつ研究を進めていきたいというふうに考えてございます。 

 また、予算が示してございます。トータルで１２３億という金額になりますが、非常に大

きな予算を計上していただいているという認識のもとに研究開発を進めさせていただいてご

ざいます。 

 実施体制でございますが、このプロジェクトにつきましては、ロケットの開発から運用に

おきますいろいろな段階における作業の効率化を図る、そのための技術を開発するという側

面と、基盤技術といたしましてその成果を幅広く他の大規模システムに反映するという側面

がございます。それを踏まえまして、当工業会とギャラクシーエクスプレスが共同で提案さ

せていただきまして、共同で受注させていただいてございます。そういった意味で、この研

究を推進するに当たりましての任務分担もほぼそれにならってございます。ギャラクシーエ

クスプレスが中小型ロケットに関する技術力を背景にいたしまして、今ご説明いたしました
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技術課題の解明を図ります。また、工業会といたしましては、うちの会員企業等を通じまし

て、この分野の技術の動向、現状を把握いたしまして、他の大規模システムの反映という観

点から必要な要望事項をまとめてございます。 

 今、申し上げましたことを文章化しているわけでございますが、研究開発機構が全体の管

理をやられまして、基本計画、実施計画書を策定し、それにのっとって我々が研究を進めて

いるということでございます。工業会といたしましては、大規模システムへの適用の可能性

という意味から、要求事項をまとめ、それを踏まえまして、ギャラクシーエクスプレスがロ

ケットに関連する技術の開発を行っているということでございます。 

 この研究を整々として、かつ客観的に推進するために、工業会の中に委員会を設置してご

ざいます。４つの研究プロジェクトに対応いたしまして技術委員会を設定してございます。

そして、この全体の調整をとるために親委員会を置いてございます。メンバーでございます

が、工業会の会員企業を中心といたしまして、航空、宇宙、造船、エネルギー、自動車、機

械、電気系の各社から委員を出していただきまして、必要な時期に必要な審議を行いつつ、

できるだけ客観的な観点から研究開発を進めてございます。 

 以上でございます。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） ギャラクシーの武居でございます。 

 それでは、２章の後半部分と３章、４章にかけてご説明させていただきます。 

 最初に、全体の目標でございますけれども、この事業の目指すものといたしまして、今ま

でご説明いただきましたけれども、ロケット開発のシステム規模での信頼性を向上させるこ

と、それによりまして設計の手戻り、そういったことをなくして開発コストを削減する、期

間を短縮するということが１つでございます。また、実機の運用段階におきましても、衛星

とのインターフェースに関する設計の手戻り作業を防止いたしまして、これまでの打ち上げ

までの期間を短縮すること。それから、機体の整備点検期間でございますが、作業を効率化

することによりまして、工期短縮、運用コストの削減を実現可能にするための基盤技術でご

ざいます。これにつきまして、先ほどご説明がありましたように、中小型のロケットを取り

上げて実証を行うことでございます。 

 研究開発の各項目、ＶＰ、ＦＳ、ＬＮＧ、ＭＩと略称させていただきますが、これらの各

項目につきまして、どこに効果を及ぼすかということで、ポイントを絞っているかというこ

とで、このチャートで示させていただきました。いずれも期間についてのものでございます

けれども、機体の開発期間、射場での期間、それから、ミッションインテグレーション全体
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でございますが。まず１番目、ＶＰとＦＳにつきましては、開発全期間にわたってのハード

ウエア及びソフトウエアの設計に対する信頼性を向上させる、それとともに、設計期間、作

業期間の短縮を目指しております。また、３番目のＬＮＧでございますが、これは射場での

点検の信頼性を向上させること、また期間の短縮を図るところを中心にしてございます。ミ

ッションインテグレーション、４番目でございますが、これは衛星ユーザーさんとの仕事を

始めてから打ち上げに至るまで、この期間にわたっての信頼性の向上を図る、期間の短縮を

図るというものでございます。 

 それぞれの項目につきまして、この目標を設定いたしました理由、その妥当性について説

明させていただきます。最初に、ＶＰとＦＳ、設計期間全体にわたるものでございますが、

まず現状で考えてみますと、ロケットの機体開発期間につきましては、実績として５年以上、

実際にはもっと長くなることもございますけれども、この５年を、何もトラブルもなく順調

に開発させていくといたしますと、それでも基本設計、詳細設計、また機器の試作試験、認

定というプロセスを踏んでいきますと、どうしても４年程度は、最低限、必要な期間がある

というふうに考えております 

 そこで、このプロジェクトのねらいといたしましては、今現在、５年程度の開発期間を要

しているものを、４年、２０％短縮して世界レベルを目指したいというふうに考えています。

それを、この２つの研究課題の目標値に設定するに当たりまして、ＶＰにつきましては、実

現性ということも考えまして、３０％削減を目標にいたしました。また、ＦＳにつきまして

は、設計の後半部分、ソフトウエアのデバッグ、ソフトウエアシミュレーション、そこが中

心になるものですから、開発期間の全体といたしましては20％、ここの部分では40％程度と

いうことで目標を設定いたしました。 

 次に、ＬＮＧでございますけれども、これは機体点検工期の短縮についてでございます。

今現在、射場における機体の点検工期といたしまして、大体３０日程度でございます。この

点検工期と申しますのは、今ここで考えておりますのは、ロケットを射場に搬入しまして、

組立が終わって、その後、整備棟の中でシステム点検、リハーサル、それから、フライトカ

ウントダウン作業に入るまでの点検期間ということで考えてございますが、この期間につき

まして、海外での例を調査してみますと、ソユーズあるいはロコット、こういったところで

は２０日程度でございます。そこから私どものねらいといたしまして、こういった作業を最

大限自動化することによりまして、打ち上げ先進国と同等の工期を実現させるというもので

ございまして、３０％、約２０日間ということで設定いたしました。 
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 それから、次に、ミッションインテグレーションでございますけれども、これにつきまし

て、まだ我が国におきましては商用打ち上げというのがないわけですけれども、これまでの

衛星の開発期間、衛星とユーザーさんと契約して打ち上げに至る期間といたしまして、大体

３０から３６カ月、３年程度でございます。それに対しまして、商用サービスを先行してい

るアメリカ、あるいはヨーロッパの例を見ますと、例えば、ボーイングのデルタ２。それか

ら、ＩＬＳ、ロッキードのプロトンとか、シーロンチ、これらを見ますと、新しいユーザー

さんに対しても、大体１８カ月から２４カ月で打ち上げまで持っていってるというのが実情

でございます。そこで、こういった先進の各国と同等の期間で作業ができるように、ミッシ

ョンインテグレーション期間を４０％削減する。これにつきましては、ＶＰから、それぞれ

の研究の成果も取り込んでのものですが、４０％に持っていくというところでございます。 

 次に、中間目標についてご説明いたします。ＶＰとＦＳにつきましては、昨年度までで終

わりました。中間目標を設定するものといたしましては、３番目のＬＮＧシステム技術でご

ざいます。これにつきましては、この1)と 2)の研究課題がございまして、これもまた後ほど

ご説明いたしますが、それぞれにつきまして、システムとしてアルゴリズムを選定し設計を

完了させる。また、それを実現可能にするアビオ機器といたしまして、各機器に対する要求

を設定し、それが実現可能なことを確認するための機能試験を完了させる、これを中間目標

といたしました。 

 ここでは、この中間目標の設定の理由を説明いたしておりますけれども、全体４年間の最

後の年で実証試験を完了させ、その前に実証モデルの製作というふうに考えてございます。

そこへ行く中間段階といたしまして、システムとしてアルゴリズムを選定するということ、

それから、それを可能とするハードウエアの仕様を決め、試作試験を行う、ここのところま

でを目標といたしております。 

 次に、ここでは事業計画の全体と開発との連携ということで説明させていただきました。

まず、中小型ロケット開発との連携でございますけれども、ここで開発されました基盤技術

の成果が中小型ロケットの開発運用で活用されていくことを念頭において実施いたします。

そして、この開発された基盤技術の実証を行う題材といたしまして、中小型ロケットを取り

上げて、効率的・効果的な実証作業を行ってまいります。ここではＶＰ、ＦＳ、ＬＮＧ、そ

れからミッションインテグレーション、それぞれこの研究開発が、実際のロケット開発のそ

れぞれの項目、フェーズにどのように適用していくかというものを示したものでございます。

この実例等につきましては、後ほどまたご説明させていただきます。 
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 それでは、各項目につきまして、内容を簡単に説明いたします。 

 最初にＶＰでございますけれども、ロケットの組立や運用におきまして不具合要因を詳細

設計段階にて除去する。実際のハードウエアの製作、試験、そういった段階で出てこないよ

うに、前段階で除去する。それによりましてモックアップなしで検証を行う、仮想空間での

シミュレーション技術を開発するものでございまして、要素といたしましては２つ、３Ｄ－

ＣＡＤデータへの自動フィードバック技術、もう１つは、シミュレーションを行うに当たっ

て人間モデルを導入して、人間の作業性、そういったことを評価するものでございます。 

 次のページでは、それぞれの内容について簡単に説明しておりますが、まず、３Ｄ－ＣＡ

Ｄへの自動フィードバックといたしましては、３Ｄ－ＣＡＤ図面から持ってまいりました形

状モデルを使いましてシミュレーションを行います。ここではロケット、衛星を搭載した後

のフェアリング組立作業を示してございます。ここで、例えば、寸法間違いなどがあって干

渉があったといたしますと、このシミュレーション上、干渉があるというところを表示いた

します。そういたしますと、このデータ上で干渉の除去作業を行いまして、それを最終的に

は３Ｄ－ＣＡＤ図面に戻すというものでございます。 

 また、人的要素のシミュレーションでございますけれども、これは、今、ロケットに衛星

を搭載しまして、ワイヤハーネスを結合する作業をシミュレートしたものでございますが、

ここに人間モデルを導入いたしまして、実際の作業がうまくできるか、また作業に無理がな

いか、そういったものを評価するものでございます。これらにつきまして、また後ほど詳細

説明いたします。 

 次に、ＦＳでございますけれども、これも同じように、開発後期や運用段階で発生した不

具合を事前に排除するためのものでありまして、フライトソフトウエアの事前検証ができる

技術の開発でございます。この事前検証は、従来ですと、最終的な検証を実機との組み合わ

せでやらなければいけなかったわけですが、それをやる前に、シミュレーションによって極

限状態を模擬できるようにいたします。開発要素といたしましては、こういったことが実証

できる事前の検証ソフトウエアを開発すること、また、それを可能なシミュレーション装置

を開発すること、この２つでございます。 

 これは、全体を模式的に示したものでございますけれども、事前検証ソフトウエアを開発

いたしまして、それをこのシミュレーション装置の中で、ソフトウエアを入れて実証いたし

ます。このシミュレーション装置では、環境のモデル、機体の諸条件のモデル、そういった

ものを全部入れて、必要なシミュレーションができるようになっておりまして、このシミュ
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レーション結果として、あるときは打ち上げがうまくいく、また失敗する、そういったたく

さんのシミュレーションを行いまして、その中でその評価をいたします。場合によっては、

ソフトウエアのバグによるもの、そういったのは識別いたしまして、ソフトウエアの改修を

する。また、打ち上げの条件に問題がある、そういったこともあるでしょうから、その場合

には、打ち上げ運用の条件の設定見直しをする。そういった、このサイクルを回して精度を

高めていくというものでございます。 

 次に、ＬＮＧでございますけれども、これは機体点検作業を自動化して、工期の短縮です

が、あわせて、民生用の小型ＬＮＧ気化設備を念頭に置きまして、これの制御設備の適用可

能性を含めて開発いたします。開発する要素といたしましては、この機体点検を自動化する

システム技術、それともう１つは、それを可能とする制御機器を含むアビオニクスの開発で

ございます。 

 これは、今、全体を模式的にあらわしたものでございますけれども、射場で機体の点検を

しているところを示してございます。こちらが発射管制の側、地上設備、この部分のアビオ

ニクスのシステムでございますけれども、このアビオニクスシステムの中での故障の検知、

検出、分離、リカバリ、こういったのを極力、内部で処理できるようにするものでございま

して、ポイントとなる機器といたしましては、この誘導制御計算機、それと、機体のデータ

処理装置がございます。これによって、ちょっとここ、矢印が逆になっていて恐縮ですが、

地上からの操作は最小にして、情報を極力というんですか、的確、正確な情報を取り込むと

いうものでございます。 

 最後の項目、ミッションインテグレーションでございますけれども、これは、ユーザーで

ある衛星とのミッションインテグレーション作業において、インターフェース情報の一元化

を管理するということ。また、途中の段階では確定していないインターフェース情報がある

わけですが、それらについて評価して、前倒しに設計活動を進めるというものでございまし

て、開発要素といたしましては、情報を一元管理する技術と、そのリスク評価を行ってミッ

ション解析情報を設定していくという、この２つでございます。 

 ここのところで、ミッションインテグレーション作業をワンサイクル回すところが示して

ございますが、衛星側からのデータを取り込みまして、ミッションインテグレーション設計

を行っていくわけですが、そこのところで、まず、ここの黄色い部分、ロケット側、衛星側、

このデータを一元管理する、これが１つのポイントでございます。２つ目といたしまして、

まだデータとして決まっていないもの、それにつきまして、未定のものにつきまして、仮の
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データ設定をし、その影響評価、リスク評価をして、オーケーならば前に進めていく。また、

もし問題があれば、衛星さんのほうからそのデータを入手するまで待っている。こういった

作業によりまして効率を高めていくものでございます。 

 今までご説明した内容が各研究項目の内容でございますが、2.3 項といたしまして、今現

在の情勢変化への対応ということで整理させていただきました。進捗状況は、先ほど来申し

上げましたように、完了したもの、継続しているもの、この２つでございますけれども、社

会情勢の変化といたしまして、２つポイントがあるかと思います。１つは、一昨年秋のＨ２

Ａ６号機の打ち上げ失敗でございますけれども、大規模システムの開発・運用に対する信頼

性、これを一層向上させなければいけないということは、社会的要請になっているというふ

うに考えています。これに寄与できる、私ども、本事業による基盤技術の整備強化が一層重

要になったというふうに考えております。 

 また、２点目といたしまして、大型衛星に傾斜していた衛星市場におきまして、近年、こ

れはここ１～２年かと思いますけれども、中小型衛星の有用性に対する認識が高まってまい

りました。本事業は、こういった面からも変化に適切に対応しているというふうに考えてお

ります。 

 次に、研究開発の各項目についての内容をご説明いたします。 

 これは総評でございますが、先ほど説明いたしましたように、１と２、いずれも達成いた

し、３番目については中間目標を達成いたしました。 

 各項目についてのポイントでございますけれども、ヴァーチャルプロトタイピング（ＶＰ）

につきましては、これがシステム全体でございますけれども、ポイントといたしまして、２

つございまして、データをとってきたものを、シミュレーションを行いまして、そのシミュ

レーション結果を３次元ＣＡＤに自動フィードバックする、ここのところが１つの技術でご

ざいます。それから、もう１つ、この右側のものにつきましては、シミュレーションの、人

間の作業を入れまして、その作業性、作業がうまくできるかどうか、負荷が、無理な力がか

からないか、そういったことを評価して設計に活用する、この２つでございます。 

 １番目の３Ｄ－ＣＡＤデータへの自動フィードバックでございますけれども、仮想シミュ

レーションの結果、干渉などの不具合が発見された場合、この製品・設備等の形状修正を行

う必要があるわけですが、この場合、干渉した製品を中間データファイルから自動的に呼び

出しまして、シミュレーションの干渉位置を示しまして、修正モデラを使ってもとの図面へ

の橋渡しを行う、これによってシミュレーション結果から図面に橋渡しを行う。また、この
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図面といたしましては、航空・宇宙関係でよく使われておりますユニグラフ、ＣＡＴＩＡ、

Ｐｒｏ／Ｅ、この３つのものに対して対応可能にいたしました。この辺につきましては、ま

た後ほど詳細をご説明いたします。 

 次の、人的シミュレーションでございますけれども、人間モデルと製品・設備のポリゴン

データを組み合わせまして、アクセス性、作業性などのシミュレーションを行う機能を開発

いたしました。今、ここでの作業は、開発段階で、ロケットの段間部の組みつけ作業をして

いるものでございますが、実際にこの作業を行う前にシミュレーションを行いまして、この

作業性、うまく作業ができるかどうか、また作業者がうまく見えるかどうか、そういったこ

とを評価いたしました。これは、どのぐらい負荷がかかるかということを示したものですが、

こういったシミュレーションをやって、実際のハードの設計を行うに当たりまして、治工具

設計、そういった点で活用しております。 

 次に、ＦＳでございますけれども、このような装置を開発いたしまして、実証試験により

システムの有効性を確認いたしました。また、ロケットの飛行ソフトウエア作業期間の短縮、

約40％の短縮でございますが、これが達成可能なことを確認いたしました。ポイントといた

しましては、このソフトウエアの開発、それから、それを実施する、実施可能な各モデルを

組みつけたシミュレーション装置でございます。 

 次に、これは、各飛行ソフトウエアのモジュールを使いまして、検証試験条件を自動設定

する、テストデータを設定いたしまして、そこからデータを自動生成する、最終的に設定い

たしまして、シミュレーションを走らせまして、その結果を評価するという流れを示したも

のでございます。 

 それから、これは、シミュレーション装置でどういった機能を持たせるかについて説明し

たものでございますけれども、シミュレーション装置の機体システム、それから打ち上げ環

境、射場設備等を、いろいろな条件をシミュレートできるようにいたしました。例えば、ア

ビオニクス機器ですと、ここに誘導制御計算機がございますけれども、これらの各項目につ

きまして、ミスアライメントが小さい場合、中ぐらいの場合、幾つかこういったパラメータ

がございまして、それぞれのパラメータをすべて組み合わせて自動的に検証を行うものでご

ざいます。 

 次に、ＬＮＧでございますけれども、ここに示しますような２つの研究要素、自己診断・

自律対応システムのアルゴリズム、またそれを実現可能とする高速・大容量、耐環境性を持

ったアビオニクス機器を開発いたしまして、それを全体といたしまして検証を行うものでご
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ざいます。先ほど申し上げましたように、今現在、中間段階でございますけれども、今後の

内容といたしましては、最終的には、ＬＮＧ実液プロセスと組み合わせて制御の実証試験を

行うということで考えておりまして、そこへ行くまでのプロセスといたしまして、この技術

を実現するためのソフトウエアを製作すること、また、全部でアビオニクス機器が６つござ

いますけれども、それらの製作・試験を行う、それで、ソフトと機器を組み合わせた検証と

いうステップを踏んでまいります。 

 今、申し上げました、自己診断・自律対応機体の自動化システムでございますけれども、

ロケット機体運用における自動化対象項目といたしましては、先ほど射場での作業というこ

とで見ていただきましたけれども、システム点検からカウントダウンに至るまでの作業、例

えば、ロケット機体、あるいは、液とかガスを充てんする作業ですと、ここのそれぞれのス

テップでいろいろな不具合を発生させる、そういったことを可能にいたしまして、それぞれ

に対してどういう欠陥で出てくるか、自動分離がうまくできるか、そういったことを示すも

のでございます。 

 制御機器といたしましては、これまでのステップといたしましては、制御系機器の６つの

設計を確定いたしまして、そのうちの主な機器であります演算部、誘導制御計算機でござい

ますが、高精度プロセッサＣＰＵボードの試作と試験を行いました。また、それに電源部・

データインターフェース部を含んだ機能モデル試験を行いまして、最終的な機能性能要求の

実現性の確認をいたしております。 

 次に、実用化と事業化への見通しでございますが、前半の部分について説明させていただ

きます。 

 先ほど来、ご説明申し上げてまいりましたように、ＧＸロケットといたしまして、国際打

ち上げ市場への投入を目指して開発を進めてまいりますが、ここへの適用といたしまして、

システム設計、フライトソフトウエア、アビオニクス開発、衛星とのインターフェースがご

ざいますが、それぞれ、ＶＰの成果、またＦＳ、高度信頼性制御技術で開発した成果、アビ

オニクス、ＬＮＧ制御システム技術、これらを適用しつつ進めます。１番目のＶＰにつきま

しては実際に適用を始めてございまして、これらの事例は後ほどまたご説明させていただき

ます。フライトソフトウエアにつきましては、実際のソフトウエアのコーディングデバッグ、

その段階から使っていく予定でございます。 

 今後の展開、展望でございますけれども、③のＬＮＧ、それから４番目のミッションイン

テグレーションがございまして、ＬＮＧにつきましては先ほどご説明申し上げましたが、最
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終的にＬＮＧ実証モデルを製作して、実液を使用した実証試験、ここまでのステップをソフ

トの製作、機器の製作ということで進めてまいります。また、ミッションインテグレーショ

ンにつきましては、課題の整理、管理技術を開発すること、それから、リスク評価技術を開

発することを行いまして、実証試験を行ってまいります。 

 今、これは、ＬＮＧで制御実証試験として、どのようなことを計画しているかということ

を示したものでございますが、ポイントになりますのは、制御機器といたしまして、ＩＧＳ、

誘導制御計算機、それから、機体データ収集装置、この２つでございます。この２つを使い

まして、ここではロケットの外部のタンクからロケットへの燃料を充てんする、そういった

作業を想定しております。実際にこういったシステムを組みまして、実液を流して、その上

でこの点検システムの確認を行いたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

（日本航空宇宙工業会・田中） 波及効果についてご説明させていただきます。本プロジェ

クトの１つの側面でございますが、潜在的なユーザーを調査するという観点で調査した内容

をご説明させていただきます。 

 まず、ヴァーチャルプロトタイピング技術でございますが、これは、設計の妥当性とか、

組立の作業性を評価するというものでございますが、３Ｄ－ＣＡＤデータとヴァーチャルの

世界をつないだのは初めてということでございまして、このヴァーチャルの技術そのものは

いろいろな分野でかなり利用されておりますが、今回、開発しました技術の特色も踏まえま

して、結構好意的なコメントをいただいてございます。特に、エネルギープラント等におき

ましては、原子力施設で放射物質を取り扱うような、そういった機器の設計の妥当性に評価

できるのではないかというようなコメントをいただいてございます。 

 また、高度信頼性制御検証技術でございますが、ソフトウエアの有効性を検証する、ソフ

トウエアの不具合を特定するということでございます。我々としましては、ＡｄａとＣ言語

で記述しているわけでございますが、Ｃ言語を使っているようなシステムでは、この考え方

は応用できるだろうということで、医療とか、ＩＴ業務支援関連とか、潜在的なユーザーと

いうのは非常に広いというふうに考えてございます。今後とも積極的なＰＲ活動をしていき

たいということでございます。 

 最後の、次世代ＬＮＧ制御システム技術でございますが、点検作業の自動化のアルゴリズ

ムを確立したわけでございますが、民生用の小型ＬＮＧ気化設備等に応用ができるだろうと

いうことでございます。現在はタンクローリーでＬＮＧが配給されまして、ポンプで昇圧さ
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れ、温水機で気化され、蓄積され、それがサービスされるわけでございます。このような気

化設備が人力で維持・運用されているということでございますので、小型の制御装置を投入

することによりまして、開発しましたアルゴリズムを活用しますと、省人力化と安全化が確

立できるのではないかということでございます。今後、発展が期待されますＬＮＧ気化設備

の技術的な基盤が確立したものというふうに考えてございます。 

 成果の発表でございますが、発表論文といたしましては１０件ございます。そのうち、高

度信頼性制御技術にかかわりましては、４件の学会発表を含んでございます。また、特許に

つきましては、１件の特許と５件のプログラム著作権登録を含んでございます。今後の研究

の進展に伴いまして、積極的な論文等の発表に心がけたいというふうに考えてございます。 

 終わります。 

（伊藤委員長） ありがとうございました。ただいまプロジェクト全体概要につきましてご

説明いただきました。 

 ちょっと時間が押してございますので、質疑の時間を、４０分とってございましたけれど

も、一応３０分ぐらいに抑えていただければというふうに思います。ご意見、ご質問等、ご

ざいましたらお願いしたいと思います。各委員の先生方、どうぞ遠慮なくご発言いただけれ

ばと思います。いかがでございましょうか。 

 どうぞ、佐々木先生。 

（佐々木委員） 質問かもしれませんけれども、事業の成果を、１番と２番というのが一応

終わったということで、その数値であらわすって、なかなか難しいと思うんですけれども、

ここに一応、数値で、例えば、設計作業期間を３０％削減するとか、あるいは、②は作業期

間を20％削減するというふうに目標が挙げられていて、それに対して、これぐらい補足で達

成しましたと書いてあるんですけど、これはギャラクシー、ＧＸロケットに対してこういう

達成率だろうということなんでしょうか。あるいは、これは、大体どういう数値、算定され

たのかをお聞きしたいなと１つ思いました。 

 もう１つ、ちょっと関連してなんですけれども、ＶＰというのは設計過誤を防ぐというこ

とだと思うんですけど、設計過誤の、よくあるのは、メカニカルな部分と、電気的な部分で、

メカニカルな部分は、ここで言われているヴァーチャルないろいろな方法で対応できると思

うんですけれども、例えば、よくあるコネクタの間違いとか、あるいは計装間違い、あるい

は接続間違い、ピンアサインの間違い、そういった設計過誤についても、１番のＶＰで一応

範疇に入っているのかどうか。その２点をちょっとお尋ねできたらと思うんで、これは質問
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ですね。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） それでは武居がお答えいたします。 

 まず、数値、３０％、２０％、それから３０％、これも数値でございますけれども、これ

は、私どもは実際のロケット作業ということを想定してやってまいりました。それで、それ

ぞれの数値につきましては、後ほど、こういう検証を行って、その結果から３３％になりま

したとか、詳細な説明をしておりますので、数値をどのように出したかということ、また、

それが妥当かどうかということにつきましては、後ほど詳細のところで説明して、ご評価い

ただきたいと思っております。 

 それから、２番目の設計過誤のことでございますけれども、まず、メカニカルなことと電

気的なことでいきますと、ここでは対象としているのはメカニカルな部分でございます。メ

カニカルな部分として、特に全体の組立作業とか、組立試験ですね、そういったところにポ

イントを置いていまして、個々の機器の設計、例えば、このコネクタピンのアサイメントが

間違っていたとか、そういったところまでは対象にしてございません。ＶＰでご説明いたし

ました、ＣＡＤからポリゴンデータにとってきてというところから、こちらのワイヤでやる

とこちらの機器が干渉する、そういったことについては、そういう寸法ですね、そういうよ

うなものは確認ができますけれども、個々の部品、あるいは機器のつくりというんですか、

そのところまでは対象にはしておりません。 

（佐々木委員） わかりました。どうもありがとうございました。 

（伊藤委員長） ほかのご質問、いかがでしょうか。 

（小紫委員） 研究開発目標のところで、作業期間を削減するということと信頼性を向上さ

せるという２つのポイント、すべてにおいて３つの項目について挙げられていると思うんで

すけれども、それで、それを達成したかどうかという評価について、我々は評価しなくては

いけない、これから評価することになると思うんですが。開発期間の削減というのは、数字

を挙げてぽんぽんぽんとわかりやすく書かれているんですが、信頼性向上というのは、もう

ちょっと、こういう点で向上した、向上が期待できるという、わかりやすく示していただけ

ると、そうなのかなとか、それは違うんじゃないかなとか、評価がしやすいと思うんですが。

基本的には、人間が行っていた作業をできるだけヴァーチャルでというか、事前にコンピュ

ータを使うことによって排除するから信頼性が向上するという方向なんでしょうか。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） お答えいたします。今、小紫先生がおっしゃられた

とおりで、私ども、信頼性については、当然、全体として高めなければいけないというふう
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に考えてございますが、ただ、これは、信頼度を高めるというんですか、個々の故障率を下

げて、その結果として信頼度を高めるということではございませんで、ここでやっておりま

すのは、あくまでシステム全体としてのことでございますが、事前に、設計段階での図面の

ミス、あるいは作業段階での作業者のミス、それを事前に防止して設計を進めていく。言う

ならば、設計品質を高める、それから作業品質を高める、それによって信頼性の向上につな

げていくというふうに考えております。 

（小紫委員） ですから、人間ではなくて、コンピュータがやれば、そういうミスが少なく

なってクオリティが高くなるという前提で、ですから、ここでコンピュータにかえたので、

信頼性が向上しているでしょうというわけですね。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） １つはそうですね。それで、じゃあ、コンピュータ

にすればすべてそれでいいのかということは出てくるかと思いますけれども、当然、そのコ

ンピュータにしたらすごくよくなるというものでは決してないとは、私どもは考えておりま

すけれども。ただ、例えば、ＶＰの２次元と３次元の比較なんかにいたしましても、やはり

３次元にすることによって、こちらの図面とこちらの図面を、それを３次元にして、ポリゴ

ン表示しているわけですが、それによって干渉の度合いを見るとか、設計者が判断するとき

の手助けというんですか、そういった面で非常に役に立つというふうに考えております。 

（伊藤委員長） ほかのご質問、ございますか。長山先生。 

（長山委員） 個々の技術については、また後ほどご説明があると思いますが、全体的なお

話で、商用打ち上げ市場というものを考えた場合に、ここのプロジェクトで達成することに

よって多分コストは下がると思います。コストが下がる、それ以上にといいますか、その下

がった分以上に需要が見込めるような市場かどうか、この商用打ち上げ市場というのは、コ

ストを下げた以上に需要がふえると。もし、そうでなければ、こうやってコストを下げるこ

とによって、結果的には、全体の需要といいますか、市場規模を下げる方向になってしまう

ことになります。 

 具体的な例で言えば、例えば、１００円の物があって、１００個売れる市場があった、そ

れを頑張って１００円の物を５０円にしたと、これが１５０個しか売れなければ、全体の市

場としては小さくなるわけですね。余りこういう根本的なところを聞くと嫌がられるかもし

れませんけれども、頑張ってこうやってコストを削減するということが、商用打ち上げ市場、

特にこの中小の衛星打ち上げ市場において有効かどうかというところを、まずご確認させて

いただきたいと思います。 
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（日本航空宇宙工業会・田中） 今のご指摘は、基本的なところだと思いますが、それで、

この技術そのものと、中小型ロケットの需要が拡大するかということについては、必ずしも

相関関係はありません。現在の市場の中で競争力を確保するということでございまして、ロ

ケット自体の需要が拡大するかどうかにつきましては、また全然別の産業育成策が必要だろ

うというふうに考えてございます。 

（ギャラクシーエクスプレス・泉山） ギャラクシーエクスプレスの泉山です。 

 ちょっと補足させていただきますと、もちろん、この技術を開発したからといって、たち

どころに商業市場と関係あるかというと、なかなか難しいというところはあるかと思うんで

す。現状、世界のああいうロケット、衛星打ち上げ市場を見ておりますと、中小型の衛星の

打ち上げ市場というのは厳然としてあるわけでありまして、そこに、残念なことに、日本の

それに相応するロケットがないがために、そこは非常に日本として入っていけない分野で。

日本の産業という観点から見ますと、こういう技術を使ってロケットを開発して、そこに参

入できるという意味では、全世界の産業規模としましては、コストが半分になるとはちょっ

と思ってはいないんですけれども、もし市場規模が変わらないんであれば、コスト競争が起

こって、規模としては小さくなるかもしれませんけれども、日本の産業として見れば拡大し

ていくのかなと思っています。 

 また、産業規模としてどうなるかということを考えてみますと、当然、いろいろ、弊社で

もサーベイをしたり、もしあれでしたら、聞かせていただきたいところはあるんですけれど

も、やはり中小型の衛星の市場というのは、潜在的な市場としては厳然としてあるのかなと。

どちらかというと、やはりコストが高いことによってなかなか入っていけない。したがって、

東大の中須加先生のように、キューブサットでしたっけ、そういう非常に小さな衛星からも

入っていらっしゃる方は多いんですけれども、それをもう少し大きくしていきたいという要

求はあるのかなと。 

 したがって、何がしらかのコストが低くなるという形で提供できるようになれば、全世界

の市場規模としては拡大していくんではないかというふうに思っております。 

（ＮＥＤＯ・塙） ちょっと補足させていただきますが、ＮＥＤＯでは、ロケットはもとも

と衛星を打ち上げる手段となっていますので、衛星とロケット、衛星の開発もやはり低コス

ト化でやっておりますけれども、基本的にやはり衛星、ロケットのコストを下げていかない

と、今度は衛星を使ったビジネスなり、インフラというのは広がっていかないのが現状だと

思います。そういう意味では、トータルに衛星、ロケットを下げていくというのは継続的に
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やらなければいけない課題というふうに認識しております。また、今、ありましたように、

我が国が海外との競争という意味でも、やはりコストを下げないといけない。この２点があ

ると思います。 

（伊藤委員長） よろしゅうございますか、長山先生。ほかの先生方はいかがですか。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） 先ほど小紫先生にご指摘いただいた件ですが、ちょ

っと補足させていただきたいんですが。私は先ほどＶＰのことを申し上げましたけれども、

設計品質を向上させるという面では、もう１つ、ＦＳですね。ここのところが、今までです

と、実際の実開発の段階で初めてソフトウエアと実機と組み合わせて検証を行っていたわけ

ですが、それをソフトだけでもって事前に検証する、事前に検証して不具合点をつぶした後、

実機とつないで試験を行う。そういった面から全体として信頼性を高めるということに寄与

しているというふうに考えております。この点を補足させていただきたいと思います。 

（伊藤委員長） それでは、宮澤先生。 

（宮澤副委員長） 目的というか、目標は大変良いと思います。私は２年或いはもう少し前、

現在のプロジェクトの予備の段階でしたか、ロケットという言葉を余り使ってないときの審

査にも加わった経験があります。そのとき既に現在の３つの課題、或いは４つの課題があり

ましたが、そのときの資料は大変難しくて、私はなかなか理解できなくて困ったことがあり

ます。今日、事前に配られた資料は我々技術を専門とする者でも大変分かり易くなっており

ましたので、以前に比べて今回は私もかなりよく理解できたと思います。 

 質問は、この目的とするところ、つまり工期を短縮したり間違いを最小限にするというこ

とは、日本だけではなく、既に先進国（打ち上げの回数の多いアメリカやヨーロッパ）では、

何年か前、少なくとも数年以上前からかなりの努力をしてきたと思います。ですから、実例

が少しはあるものと思います。 

 現実に私は見ていないので具体的なことは分からないのですが、例えば、ロッキードマー

チンなどは、ロケットの打ち上げにかかるコストを相当に下げなければいけないという要請

があったため、例えば、射場に派遣する人数やその期間を極端に縮小するということに努力

して、それをかなりのところまで達成したと聞いています。相当思い切ったことをやったと

聞いていますので、既存のこういうシステムを参考にすると良いと思います。 

 それから、３番目の作業性の問題。前もってインターフェース上の不具合、或いは干渉を

見つけるというのは大変良いことで望ましいことですが、これについても、飛行機の世界で

は、確かボーイングが新しいシステムを開発しました。以前、私が見学に行った頃は、各航

 32



空会社の要求に応じてその度にモックアップを作っている、ということをボーイングは言っ

ておりました。それが、当時の 7Ｘ７、その後は７７７になったのでしょうか、そこからは

モックアップを一切作らず、今回の VP のようなシステムを開発して、コンピュータ上で作

業性を全部チェックするようになったと理解しております。その辺のところも、現在既にあ

るシステムを十分参考にして頂きたい。それは決して人の考えを盗むという意味ではなくて、

現状の技術を考にして、それをさらに洗練したものにしていくという考え方です。私のコメ

ントです。 

（伊藤委員長） ありがとうございました。何かお答え。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） どうもありがとうございました。私どもは１４年度

からこの研究開発を始めまして、初年度でございますが、海外、国内のそれぞれの産業界で

どういったことをやっているか、そういったことについて調査させていただきました。きょ

うの報告でそのことをちょっと入れてございませんけれども、今、それぞれの会社にどんな

ことをどんなふうにやっているかという調査をいたしまして。それともう１つは、私どもは

ロッキードとの一緒の開発ということもありまして、ロッキードでどのようにやっていると

か、そういったことは参考にしてございます。 

 そんな面から、１つ、事業原簿の４－３ページというところで、世界と比較して私どもの

やっていることのポジション評価ということを示させていただいておりますが、ここのとこ

ろで世界初とか、ロケット分野ではトップレベルとかと書かせていただいたんですが、これ

らにつきまして、私どもの調べた範囲でございますので、もっとすぐれているというところ

もあるかとは思いますが、また、そういったことがございましたら、ご指摘いただけたらと

思います。 

 それから、ロッキード等につきましてちょっとご説明させていただけたらと思います。 

（ギャラクシーエクスプレス・泉山） ちょっとご紹介ということで、この資料には載せて

いないんですけれども、現状、私たちが把握している範囲の状況をご説明したいと。 

 まず、１つ目でありますけれども、ヴァーチャルプロトタイピングとかでは、ロッキード

なんかも実は、ヴァーチャルプロトタイピングという形では使っていないんですけれども、

アトラス３のロケットをつくるとき、エンジン回りのところだけについては３Ｄ－ＣＡＤを

使って、いろいろなことをやったというふうに聞いております。ただ、全機レベルでは当然

そのときにはできていなかったというふうに聞いております。 

 あとは、射場整備作業を大幅に削減しているんではないかというご指摘があったわけです
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けれども、これは、多分、ご指摘されているのが、ＥＬＶのプロジェクト、米国軍が主宰し

て、1995年ぐらいから始まっているプロジェクトが米国であるわけですけれども、その結果

として、アトラス５というロケットと、デルタ４というロケットが米国では開発されており

ます。 

 ただ、この背景をいろいろ聞いて、いろいろ調べたりしておりますと、どうも米国のロケ

ットそのものが、デルタもアトラスもタイタンも、かれこれ５０年ぐらいの歴史を持ってお

りまして、そこから何ら近代化されていなかったと。その結果として、米国のロケットの市

場がアリアンに、欧州にとられてしまったので、アリアンに追いつくために近代化を図った

というふうに聞いております。 

 確かにその中で、射場整備作業というのは、５０年前と比べると格段に近代化されてきて

いるわけですけれども、少なくとも、私どもが聞いている話では、今回、私どもが目指して

いる、例えば、ＬＮＧのプロジェクトで目指しているような近代化というところではなくて、

それでもまだかなり人数をかけた形での射場整備作業を行っているという印象を受けており

ます。今回、ＬＮＧのプロジェクトで目指しておりますのは、整備点検作業の近代化という

か、自動点検というのを図っていこうということでありまして、そこの部分については、少

なくともロッキードマーチン社については実現されていないというふうに考えております。 

 あと、モックアップをつくらないということに関しましては、先ほどちょっと話をしたと

おり、全機レベルでは行えてないということと、あと、もちろん飛行機の分野では、そのよ

うなことが行われるというふうには、ＳＪＡＣさんを含めての調査で、その報告を受けてお

りまして、それは把握しているところがあります。 

 ただ、今回、宇宙の分野におきまして、宇宙と航空を比べてみますと、飛行機の市場とい

うのは、機数も含めてという意味ですけれども、格段に大きいわけでありまして、この宇宙

というそんなに大きくない市場に対しまして、今回このようなシステムの構築の機会をくだ

さったＮＥＤＯさん、経済産業省さんに、非常にありがたいことだと思っております。 

 以上です。 

（伊藤委員長） ありがとうございました。 

 今、武居部長のほうでお話しになられた件ですね、事業原簿の４－３というところに、成

果を国際レベルで見たときにどうであったかというのを評価されて、書かれておりますけれ

ども、これは非常に重要な表で、これがなぜプレゼンの中に出てこなかったのかなというふ

うにちょっと残念に思うんですけれども。やっぱり自信を持っておやりになられた事業でご
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ざいますから、こういうところははっきり評価委員の方にわかるようにしていただいたほう

がいいかなというふうに思うんですね。 

 釈迦に説法ではないんですけれども、日本の自動車産業というのが、自動車というのはも

ともとあった技術をブラッシュアップして、量産といった点で非常に信頼性の高い技術を確

立したというところには、非常に日本の得意わざがあるわけでございますけれども、こうい

う量産品ではない物に関しても、ここで開発したこの技術が今、絶対に日本で必要なんだと

いうところがあったかと思うんで、その辺のところの認識は、多分、ずっとこの事業に携わ

っておられた方はごく当たり前というふうに見ておられたかもしれませんけれども、初めて

委員としてお聞きする場合には、ポイントはここではなかったのかなというふうに思います

んで、もうちょっと認識を新たにここを見ていきたいなというふうには思っております。 

 それと、ちょっと私からも、関連なんですが、先ほども委員からご質問がありましたけれ

ども、この事業の目指すものという、先ほどのパワーポイントの初めのほうにありました、

全体目標の１というところの中で、開発コストの削減及び開発期間の短縮というのは、これ

は並列的に書いてあって、どうしても開発コストの評価が同じにできないなということがあ

るんで、その次の表の中では、研究開発成果、◎の結果を通して、ここで２次的に寄与する

というのが開発コストだということなんで、この辺はどうなんでしょうか。あくまでも、ま

ず評価というのは、開発期間の短縮ということに対してこの開発技術が役に立っているんだ

よという、そういうことでよろしいんでしょうかね。 

（ギャラクシーエクスプレス・武居） ここで掲げた目標に対しては数字で出している、そ

れを数字として立証する必要がございまして、それは、この期間という数字では、私どもは

実証できたというふうに考えておりますが、それをコストということで、コスト何十％、そ

ういった数字で置くと、その１００％の数値の考え方とか、そういったデータが十分にない

こともございまして、難しいということで、直接的な目標値といたしましては期間をとらせ

ていただきました。ただ、ここで達成した結果は、コストという面でも大きく寄与するもの

というふうに考えております。 

（伊藤委員長） 宮澤先生。 

（宮澤副委員長） 今の件、伊藤先生のご質問については今のでよろしいのですか？ 

（伊藤委員長） 特に私のほうはコメントということで、ＰＲ不足ですよという話をちょっ

と申し上げたんでございます。 

（宮澤副委員長） ここで開発しようとしている技術は汎用性・公共性があるということで、
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これはこれで大変良いと思うのですが、それを実証するという意味でＧＸロケットが前面に

出てきており、その先に市場の問題があると思います。市場に殴り込みをかけるというか、

入りたいというのは、これはこれで良いのですが、そのときに、価格が安いということは魅

力の１つですけれども、ロケットのセールスポイントというものをはっきり打ち出して頂き

たい。つまり性格づけをして貰いたい。そうしないと、なかなか、これだけ打ち上げロケッ

トが沢山ある中で、入り込むというのは大変だと思います。我々は後から入って行くわけで

すから。 

 例えば、先輩であるアメリカ或いはロシアなどのロケットを見ますと、それぞれ特色があ

ります。我々が技術導入で開発した実用ロケットであるＮ-1、N-2 、Ｈ-１ロケットは当時の

デルタロケットをモデルにして開発したものです。当時のデルタロケットは非常に魅力があ

り、ベストセラーと言われた時期があります。当時、中型衛星を１カ月に１回位の割合で確

実に打ち上げていた。それはデルタに魅力があったからです。 

 デルタロケットは最先端の技術をいきなり採用しなかった。勿論あまり古いものは採用し

ないけれども、ある程度自分の手に馴染んできた技術を使って、ステップ・バイ・ステップ

で改良していった。そういう意味で非常に安心感があったんですね。一方、アトラスロケッ

トは極限設計をして、芸術的なロケットだったという意味で、商売には余り向かなかったロ

ケットだったのですが、それはそれで特色を持っておりました。 

 それから、ロシアのロケットについては、我々の目に触れるようになって分かってきたこ

とは、Sea Launch（海上打ち上げ）でもお分かりのように、非常にシンプルに作られており、

大変作業性がよく、射場作業に時間がかからない。  

ロシアの技術情報が余り入ってこなかった頃、アメリカの専門家も悪口を言っていたので

我々は鵜呑みにしていた面がありました。「ソ連のロケットは叩いても落っことしても、壊れ

ないぐらい頑丈にできている」というのです。その後、いざ分かってみると、とんでもない、

非常に立派に設計されております。しかも、ロバストにできている。 

 衛星打ち上げロケットは、それぞれ特色があると思います。ただ高い安いだけではなくて、

やはりその魅力をどこに求めるのか。ペイロードの大きさだけでなくて、それに付随する魅

力、つまりセールスポイントを見つけていってもらいたいと思っております。 

（伊藤委員長） ありがとうございました。 

 ほかにもご意見、ご質問、あろうかと思いますけれども、プロジェクトの内容につきまし

ては、この後、詳細報告がございますので、またそこでさらに詳しく説明していただきます
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ので、その際にご質問をいただければというふうに思います。 

 それで、これから後のセッションにつきましては、知的財産保護という観点から非公開と

いうふうに先ほど決めさせていただきましたので、その旨、ご理解いただければというふう

に思います。 

 入れかえということになりますので、ここで３時５分まで休憩をとらせていただきたいと

思います。 

（事務局） それでは、前半の部はこれにて終了させていただきまして、今、伊藤委員長の

ほうからお話がございましたように、後半の部は３時５分から始めさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

５．プロジェクトの詳細説明（非公開） 

 

６．全体質疑（非公開） 

 

７．今後の予定、その他 

（事務局） 長い間、どうもありがとうございました。 

 最後に、事務局のほうから今後の予定ということで、ご説明させていただきます。 

 まず、別途、本日の議事録の確認をお願いいたしますので、評価委員の先生方及び実施部

門の方々、よろしくお願いしたいなと思っております。 

 それから、きょうのこの評価委員会の中で、疑問点等、解決し切れなかった場合には、追

加質問等がございましたら、後ほどＥメールで配付いたします質問票、資料６なんですけれ

ども、これに記入いただきまして、事務局の川崎である私のほうまで送付していただきたい

と思っております。 

 これの締め切りなんですが、資料６、一番後ろのほうについているんですが、質問票とい

うことで書いてありますが、期限を、２月８日（金）と書いてありますが、２月８日（火）

ということで、非常に厳しいのですが、来週の火曜日までに私のほうにいただけましたら、

来週中に実施者の方々から回答していただくようにしたいと思っております。 

 といいますのは、この後、ちょっとご説明いたしますが、資料７のほうで評価の確定の予

定ということで書いてございますが、近々の予定ということでは、２月１４日（月）に評価

コメント票及び評点の提出を、私のほうにお願いしたいと。ちょっと厳しいのですが、その
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ためにも、来週中に、質問点等がありましたら、それの解消をしていただいて、評価に臨ん

でいただきたいと思っております。 

 非常に厳しいスケジュールで、しかも年度末で先生方もお忙しい中、大変恐縮なのですが

ご協力のほうをお願いいたします。また、あわせて実施者の方々のフォローのほうも、よろ

しくお願いしたいと思っております。 

 この評点のほうの評点用のシートにつきましても、同じように、本日、先生方のほうに電

子メールという形で添付ファイルを送付いたしますので、よろしくお願いいたします。シー

トに記入していただくコメントなんですが、肯定的コメント、否定的コメント、その他のコ

メントということで、箇条書きにて作成をお願いいたします。 

 評点につきましては、資料３－６のほうに記載された評価に当たっての考慮事項を参考に

していただきまして、実施していただければと思っております。 

 先生方のほうから評点をいただいた後、１週間ほどで評価、コメント等をまとめまして、

その部分を、評価委員の方々へのご確認をお願いしたいなと思っております。 

 と同時に、その内容につきまして、実施者の皆様にも結果を配付させていただきまして、

事実誤認の確認、それから実施者としての意見の作成をお願いしたいと思いますので、ご協

力のほどをよろしくお願いいたします。 

（伊藤委員長） 先生方、何か特別に、委員だけで、作成上のいろいろなことで何かありま

したら別に集まりますけれども。特になければ、これで解散にいたします。 

（宮澤副委員長） 議事録確認というのは。 

（事務局） 別途、まとまったところでお送りいたしますので。 

（宮澤副委員長） そうですか。今じゃなくて？ 

（事務局） はい。 

（伊藤委員長） よろしゅうございますか。ご疑問点がなければ。 

 

 

８．閉会 

（事務局） それでは、１時から長い間、評価委員の先生方、それから実施者の皆様方、ど

うもありがとうございました。 

 これにて、本日の評価委員会を終了いたしたいと思いますので、長い間、どうもありがと

うございました。お疲れさまでした。 
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〔了〕 
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