
評価委員会 

「次世代輸送系システム設計基盤技術開発プロジェクト」（中間評価） 

議事要旨 

 

日 時 ： 平成１７年２月４日（金） １３：００～１７：３０ 

場 所 ： ＮＥＤＯ技術開発機構 １８０１会議室 

 

出席者（敬称略、順不同） 

＜評価委員＞ 

評価委員長   伊藤 献一   北海道大学                名誉教授 
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宇宙科学研究本部宇宙情報・エネルギー工学系 

委員      赤星 保浩   九州工業大学工学部機械知能工学科     助教授 

委員      野村 浩司   日本大学生産工学部機械工学科       助教授 

委員      小紫 公也   東京大学大学院新領域創成科学研究科    助教授 

委員      長山 博幸   株式会社三菱総合研究所科学技術研究本部  主席研究員 

                宇宙・地球管理研究部 

＜推進者＞ 

波多野 淳彦   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 室長 

浅井 洋介    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 課長補佐 

堀 宏行     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 係長 

山本 哲也    （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 部長 

  早川 卓郎    （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主任研究員 

塙 有二     （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主任研究員 

長束 紀夫    （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主査 

高畑 康之    （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主査 

紀野 哲朗    （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主査 

＜実施者＞ 

田中 俊二    社団法人日本航空宇宙工業会           常務理事 

山下 正敏    社団法人日本航空宇宙工業会 技術部       部長 

前島 哲夫    社団法人日本航空宇宙工業会 技術部       部長 

永野 進     株式会社ギャラクシーエクスプレス        代表取締役社長 

武居 秀夫    株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    部長 

榛澤 和敏    株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    担当部長 

中神 浩一    株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    担当部長 

石田 利雄    株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    担当部長 

河内 啓輔    株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    担当部長 

高橋 正和    株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    担当次長 

泉山 卓     株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    担当次長 

水越 紀良    株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部    担当次長 

丸 博史     石川島播磨重工業株式会社 宇宙開発事業推進部  部長代理 

（株式会社ギャラクシーエクスプレス 技術部）  （前部長）   
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＜ＮＥＤＯ企画部門＞ 

薄井 和善   （独）NEDO 技術開発機構 企画調整部       主任 

＜事務局＞ 

川崎 恭史   （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主査 

仲西 健    （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主査 

木村 紀子   （独）NEDO 技術開発機構 機械システム技術開発部 主任 

＜一般傍聴者＞ １３名 

 

議事次第 

１． 開会、評価委員会の設置、資料の確認 

２． 評価委員会の公開について 

３． 評価の手順および評価報告書の構成について 

４． プロジェクトの全体概要説明 

５． プロジェクトの詳細説明 

1) 研究開発成果詳細 

2) 実用化・事業化の見通し詳細 

６． 全体質疑 

７． 今後の予定 

８． 閉会 

 

議事要旨 

１． 開会、評価委員会の設置、資料の確認 

開会宣言（事務局） 

評価委員会の設置について、資料1-1、1-2に基づき事務局より説明。 

伊藤委員長挨拶 

出席者（委員、推進者、実施者、事務局）の紹介（事務局） 

ＮＥＤＯ技術開発機構機械システム技術開発部 山本部長挨拶・趣旨説明 

配付資料確認 

２． 評価委員会の公開について 

事務局より資料2-1および2-2に基づき説明し、議題５「プロジェクトの詳細説明」以降を

非公開とすることが了承された。 

３． 評価の手順および評価報告書の構成について 

   事務局より資料3-1～3-8および、資料4に基づき説明があり事務局案どおり了承された。 

４． プロジェクトの全体概要説明 

   推進・実施者より資料5-1に基づき説明が行われた後、質疑応答がなされた。 

   主な質疑内容： 

・ 期間短縮効果の根拠。 

・ 電気的な設計間違いのような設計過誤に対するＶＰシステム適用可能性。 

・ 信頼性の向上についての評価。 

・ 中小型衛星打ち上げ市場におけるコスト削減効果  など。 

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 

８． 閉会 
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配付資料 

資料1-1  研究評価委員会分科会の設置について 

資料1-2  ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程 

資料2-1  研究評価委員会分科会の公開について（案） 

資料2-2  研究評価委員会関係の公開について 

資料3-1  評価の実施方法と評価書の構成について 

資料3-2   NEDOにおける研究評価について 

資料3-3  技術評価実施規程 

資料3-4  評価項目・評価基準（案） 

資料3-5  評点法の実施について（案） 

資料3-6  評価コメント及び評点票（案） 

資料3-7  評価の分担（案） 

資料3-8  評価報告書の構成について（案） 

資料4-1 【公開】事業原簿（次世代輸送系システム設計基盤技術開発 公開版） 

資料4-2 【非公開】事業原簿別冊（次世代輸送系システム設計基盤技術開発 非公開版） 

資料5-1 【公開】プロジェクトの概要説明資料 

資料5-2 【非公開】プロジェクトの詳細説明資料 

資料6   質問票について 

資料7   今後の予定 
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