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プロジェクト概要 
 

作成日 平成 20 年 7月 4日 

制度・施策（プロ

グラム）名 
航空機・宇宙産業イノベーションプログラム  

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 
｢次世代輸送系システム設計基盤技

術開発プロジェクト｣ 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 Ｐ０２００８ 

担当推進部/担当者 機械システム技術開発部／梅津 義博 

０．事業の概要 

商業ロケット市場における我が国宇宙産業の競争力を確保するために、ロケットのシス

テム統合設計の信頼性を高め、開発コストを削減するとともに、開発期間の大幅な短縮を

可能にする基盤技術（ヴァーチャルプロトタイピング技術および高度信頼性飛行制御検証

技術）およびロケットユーザである衛星とのミッションインテグレーション作業を効率的

に進めミッションインテグレーション期間を短縮するとともに、打上げ後の飛翔結果の分

析を確実かつ効率化するための基盤技術（ミッション対応設計高度化技術）を開発する。

また、ロケットの打上げ前の機体点検の自己診断・自律対応を可能にし、かつ民生用小型

ＬＮＧ気化設備等の制御系設備にも適用可能な基盤技術（次世代ＬＮＧ制御システム技

術）を開発する。 

Ⅰ．事業の位置付

け・必要性に

ついて 

(1) ＮＥＤＯが関与することの意義 

人工衛星と宇宙輸送システムを必要なときに独自に宇宙空間に打上げる能力を将来にわ

たって維持するという我が国の宇宙開発利用の基本方針に基づき、ロケット技術（宇宙輸

送システム技術）は、総合科学技術会議において「宇宙開発利用の基幹技術」として識別

されており、国として技術開発の推進が要請されている。 

また、ロケットのような大規模なシステムは、構成要素が複雑に絡み合い、また必要と

なる要素技術も多岐にわたるため、それらを統合してシステムとして高い信頼性を確保す

るためには極めて高度なシステム技術が要求されており、その開発・運用に関する基盤的

技術の整備が社会的に要請されている。 
本研究開発事業では、ロケットの開発・運用段階で信頼性を確保しつつ、作業期間短縮

を実現するための基盤技術の開発を行う。 ロケットの基盤技術を開発し、実際のロケット

の開発での効果を実証するためには大規模な投資と長い期間を要するため、民間企業だけ

では抱えきれないリスクを伴う。また、この基盤技術は、各種ロケットに共通的な基盤技

術であり、公共性が高いこと、さらには、大規模システムを高い信頼性を持って開発・運

用する技術は、幅広い分野への波及効果が期待できることから、国の関与が必要である。

また、したがって、幅広い分野での技術開発を推進するＮＥＤＯにて事業推進を行うこと

は妥当である。 

(2) 事業の背景・位置付け・目的 

衛星打上げサービスの商業化という観点からは、欧米が一歩先の段階に進んでおり、国

際的な人工衛星の商業打上げ市場が形成されつつあり、我が国でも、このような動きに早

急に対応し国際競争力を確保していくことが強く求められる状況にある。 

衛星の商業打上げ市場では、高信頼性・低コスト・打上げまでの期間短縮が求められて

いる。しかし、設計や点検等で見過ごされた不具合要因が開発後期における不具合発生、

開発の後戻りを引き起こし、開発期間の長期化、コスト増を招くとともに、打上げにおけ

る信頼性を低下させる恐れがある。したがって、これに対し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取組みが必要とされている。 

具体的には、設計や点検等で見過ごされている不具合要因を、ロケット開発の全段階に

わたって排除するための基盤技術の整備が不可欠であり、本研究開発事業にて整備を図

る。 

ロケットの開発対象は、機体自体の開発である「機体開発」と開発・製造された機体を

打上げに向けて運用するための射場での「機体運用」に大別されるが、ロケット機体の効

率的な開発・運用のためには、各フェーズの設計基盤技術がそれぞれ整合を持つことが必

要不可欠である。また、ロケットの開発後の「実用機運用段階」においては、ロケット

ユーザ（衛星）からのインタフェース仕様に基づいた設計や機体製造を行なうミッション

インテグレーション作業や飛行後の分析・評価作業の効率的な実施が必要であり、これら

の高度化のための基盤技術の整備も必要不可欠である。 

以上の必要性から、本研究開発事業では、ロケット開発の信頼性を向上させつつ、開発

期間や受注から打上げまでの期間を大幅に短縮すること等を目的として、「機体開発」、「機

体運用」および「実機運用段階」の各々に対して求められる以下の設計基盤技術の研究開

発を実施する。 

① ヴァーチャルプロトタイピング技術の研究開発 

② 高度信頼性飛行制御検証技術の研究開発 

③ 次世代ＬＮＧ制御システム技術の研究開発 

④ ミッション対応設計高度化技術の研究開発 

なお、上記③の研究開発は、民生用小型ＬＮＧ気化設備の制御系設備への適用可能性を



含めつつ行なう。また、研究開発した基盤技術に関しては、今後我が国において開発が期

待される中型ロケットを取り上げて実証を行い、成果の確認や適用の対象として考慮しつ

つ進める。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

ロケット開発におけるシステム統合・設計基盤技術等を確立するとともに、自己診断・

自律対応機能を有する小型制御系設備導入に関わる基盤技術を確立することを目標とす

る。従来ロケット開発後期に発生していた設計の手戻り作業を削減することにより開発コ

ストの削減、および開発期間の短縮（下記①、②）を目指すとともに、実用機運用段階で

も衛星とのインタフェースに関する設計の手戻り作業を防止し（下記④）、また、機体点検

作業の効率化による工期短縮、および運用コスト削減（下記③）を実現可能な基盤技術の

整備を目指す。 

① ヴァーチャルプロトタイピング技術の研究開発 

・開発後期で従来発見されていた不具合を、実機ハードウェア製作前に発見し、開発後期

での不具合を削減して信頼性を向上させ、システム設計の設計作業期間を 30％削減す

る。 

② 高度信頼性飛行制御検証技術の研究開発 

・開発後期で従来発見されていた不具合を、ハードウェアとの組合せ前に発見し、開発後

期での不具合を削減して信頼性を向上させ、飛行ソフトウェアの設計作業期間を 20％削

減する。 

③ 次世代ＬＮＧ制御システム技術の研究開発 

・民生用小型ＬＮＧ気化設備の制御系設備等にも適用が可能な、自己診断・自律対応が可

能なロケット用制御システムを開発し、機体点検作業での人的ミスによる不具合を削減

し、信頼性を向上させ、機体点検工期を 30％削減する。 

④ ミッション対応設計高度化技術の研究開発 

・ミッションインテグレーション作業においては、関連情報を一元管理し、設計初期から

インタフェース仕様を設定することにより、前倒しに作業を進め、効率的な設計作業を

可能とするとともに、打上げ当日風によるロケット機体への影響の詳細解析を効率的に

実施し、新規開発ロケットの打上げに対する確実性を確保しつつ、個別衛星に対する

ミッションインテグレーション作業期間を 40％削減する。また、飛行後解析において

は、飛翔結果を次号機以降に反映するためのポストフライト解析・評価作業を高度化・

省力化し作業量の 20％削減を実現する。 

なお、①～③による作業期間短縮効果を含める。 
主な実施事項 Ｈ14fy Ｈ15fy Ｈ16fy Ｈ17fy  

① ｳﾞｧｰﾁｬﾙﾌﾟﾛﾄﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ 

技術の研究開発 
     

② 高度信頼性飛行制御 

検証技術の研究開発 
     

③ 次世代 LNG 制御ｼｽﾃﾑ 

技術の研究開発     H19fy 迄

 

事業の計画内容 

④ ﾐｯｼｮﾝ対応設計高度

化技術の研究開発     H22fy 迄

会計・勘定 
Ｈ14fy 

(実績） 

Ｈ15fy 

（実績）

Ｈ16fy 

（実績）

Ｈ17fy 

（実績） 

Ｈ18fy 

(実績） 

一般会計 1,013 711 475 341 386

特別会計 高度化 
（電多・高度化・石油の別） 

1,265 1,550 2,707 2,253 2,772

 

開発予算 

（会計・勘定別

に事業費の実

績額を記載） 

（ 単 位 ： 百 万

円） 総予算額 2,278 2,261 3,183 2,594 3,158

会計・勘定 
Ｈ19fy 

(実績） 

Ｈ20fy 

(実績） 

Ｈ21fy 

(計画） 

Ｈ22fy 

(計画） 

総額 

（計画）

一般会計 558 585 未定 未定 未定

特別会計 高度化 
（電多・高度化・石油の別） 2,149  12,696

 

 

上段から 

つづく 

総予算額 2,706 585 未定 未定 未定

経産省担当原課 製造産業局航空機武器宇宙産業課 

プロジェクトリーダー 選任せず 

 

開発体制 

委託先（＊委託先が管

理法人の場合は参加企

業数も記載） 

社団法人日本航空宇宙工業会 

株式会社ギャラクシーエクスプレス 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて（つづき） 

 

情勢変化への対

応 

本事業を開始した平成 14 年度は、大型輸送系としては国内最大であるＨ－ⅡＡ初号機の

打上げが平成 13 年９月に成功したことにより、ロケットにおいても輸送系の商業化・国際

競争力の確保に向けた施策が強く求められるとともに、その間、大型のみならず中型ロ

ケットにおいても輸送系の確保が求められる状況にあった。その後、Ｈ－ⅡＡロケット６

号機打上げ失敗（平成 15 年 11 月）等を受け、輸送系全般に対する信頼性向上に対する施

策の必要性がますます高まっている。 

一方、ロケット打上げの顧客となる衛星については、従来の大型衛星一辺倒の状況がリ

スク分散、開発コスト削減や期間短縮の観点から近年見直されつつあり、中型衛星の有用

性が再認識されている。これを受けて、今後ミッションの分割、単一化による衛星数の増

大、すなわち中型ロケットの打上げ機会の増加が見込まれる。また、契約から打上げまで

の期間短縮の必要性が増しており、平成 16 年度からミッション対応設計高度化技術の研究

開発に着手した。 

なお、当該技術動向や委員会指摘等を踏まえ研究内容や期間の見直しを行なっている。 

 

Ⅲ．研究開発成果

について 

平成 15 年度終了時点まで、及び平成 19 年度終了時点までの中間目標はすべて達成済

み。そのうち、研究開発項目①、②、③は最終目標を達成して終了した。なお、④は平成

16 年度から研究開発を実施中である。以下に成果の概要を示す。 

 

① ヴァーチャルプロトタイピング技術の研究開発（目標を達成して完了） 

・設計者が仮想空間でシミュレーションを実施し、その検証により不具合を発見すると

ともに、不具合の内容に対応してシミュレーションモデルの内容を修正する。この修

正内容は 3D-CAD の設計図形データに自動的に反映される｢3D-CAD への自動フィード

バックシステム技術｣を開発した。 

・仮想空間でシミュレーションする際に、実際に作業する作業者を想定した操作性、ア

クセス性や負荷など、現場での不確定さが残る「人的要素（人の操作性や作業性等）」

の事前検討を可能とする「仮想空間でのシミュレーション技術｣を開発した。 

・両技術を統合したバーチャルプロトタイピングシステムに対し実証試験を行い、その

結果からシステムの有効性を確認するとともに、その適用によるシステム設計作業期

間の 30％削減への見通しを確認し、目標を達成した。 

 

② 高度信頼性飛行制御検証技術の研究開発（目標を達成して完了） 

・ソフトウェアの信頼性を高めるため、ロケット飛行時に想定される様々な変動要因と

異常状態を考慮したソフトウェアの検証条件が自動設定でき、またその検証結果を自

律的に評価できる｢事前検証ソフトウェア｣を開発した。 

・極限状態での飛行ソフトウェアの検証をシミュレーションの上で実施可能にするた

め、機体、打上げ環境、打上げ設備のすべてに対して想定できる変動要因と異常状態

を模擬できる｢シミュレーション装置｣を開発した。 

・これらを統合した｢飛行制御事前検証システム｣に対し、中小型ロケットを例題として

製作した実証用飛行ソフトウェアを用いて、システムの実証試験を行い、その結果か

らシステムの有効性を確認するとともに、その適用による飛行ソフトウェア設計作業

期間の 20％削減への見通しを確認し、目標を達成した。 

 

③ 次世代ＬＮＧ制御システム技術の研究開発（目標を達成して完了） 

・ロケットの機体点検を最大限自動化できる自己診断・自律対応型機体点検自動化シス

テムのシステム仕様を設定し、それを実現するためのアルゴリズム仕様を確定した。

さらに付随するソフトウェアを設計製作し、具現化した。 

・ロケット機体点検を最大限自動的に実施できる制御機器を含むアビオニクス機器につ

いて、仕様設定、製作、機能性能、環境試験等を実施し、所定の開発を完了した。 

・上記のソフトウェアと機器、さらに外部システムを模擬するために製作した試験装置

類を組合わせて機体点検自動化システムを構築し、実証試験を実施した。システムと

して要求仕様に合致した機能・性能を有していること、及び機体点検工期の 30％短縮

への見通しを確認した。 

・上記で開発したアルゴリズムの一部は、民生用小型ＬＮＧ気化設備の制御系設備への

対応が可能であることが、適用可能性検討により確認された。 

・以上から、本研究開発の目標が達成された。 
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④ ミッション対応設計高度化技術の研究開発（平成 16 年度から実施中） 

・「ミッション対応設計高度化技術」についてシステム全体に対する要求仕様を設定し

た。 

・ミッション対応設計に必要な情報を一元管理するための「ミッション対応設計情報一

元管理技術」、及び衛星とのインタフェースに関するロケット側仕様を設定し、作業の

前倒しを可能とする｢ミッション解析情報設定技術｣について技術仕様を設定した。ま

た、後者の技術を実現するためのアルゴリズムの技術仕様を設定した。これらに基づ

き、各技術に付随するソフトウェアの構築を行ない、技術としての開発を完了した。 

・打上げ直前の風のロケット機体への影響の解析や打上げに関する判断を効率的かつ確

実に行なう｢打上げ当日ミッション解析・評価技術｣、打上げ後に飛翔データを迅速に

分析・処理し次号機への反映を確実かつ効率的に行なう｢飛翔中データ取得・機体評価

技術｣について、開発仕様を設定した。 

 

以上の通り、全体として最終目標達成に向けて順調に進捗している。 

投稿論文 「査読付き」１３件、「その他」１７件 

Ⅲ．研究開発成果

について 

（つづき） 

特  許 「出願済」４件、「登録」０件、「実施」０件 

Ⅳ．実用化の見通

しについて 

(1) 実用化の見通し 

本事業の出口（実用化）イメージは、“本設計基盤技術を適用したロケットが開発・運用

されること”である。現在我が国では、国際打上げ市場への投入を目指した新型の中型ロ

ケット（ＧＸロケット）の開発が進められており、本事業は、短期的には同ロケットを、

長期的には同ロケット以外の他のロケットや宇宙システムを出口イメージとしている。 

 

(2) 波及効果について 

他産業への波及については、項目①の成果は機械、航空機、造船他の産業分野に、項目

②は自動車、航空機やヘリコプタ、ＩＴ業務支援他の産業分野への波及が期待される。項

目③の成果は、ＬＮＧプラント産業やガス関連事業者を経由し各産業への技術的波及、ま

た、天然ガス自動車を経由した社会的波及が期待される。さらに項目④の成果は、煩雑な

インタフェース管理等を要する大規模システム産業全般への波及が期待される。 

 

事前評価 平成 13 年度実施 
Ⅴ．評価に関する

事項 中間評価以降 
平成 16 年度第１回中間評価実施、平成 20 年度第２回中間評価実施、 

平成 23 年度事後評価実施予定 

作成時期 平成 14 年３月作成 Ⅵ．基本計画に関

する事項 

 変更履歴 
平成 15 年３月改訂、平成 16 年３月改訂、平成 17 年度３月改訂、平成

19 年３月改訂、平成 20 年３月改訂 

 



「次世代輸送系システム設計基盤技術開発プロジェクト」全体の研究開発実施体制 

 
 

 

 
経済産業省

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務委託 業務委託 

株式会社ギャラクシーエクスプレス
研究開発責任者  

次世代輸送系システム設計基盤技術開発 
㈱ギャラクシーエクスプレス内の進捗管理 
㈱ギャラクシーエクスプレス担当の委員会資料
案作成 
㈱ギャラクシーエクスプレス担当の成果報告書
案作成等 
 
ヴァーチャルプロトタイピング技術の研究開発 
高度信頼性飛行制御検証技術の研究開発 
次世代ＬＮＧ制御システム技術の研究開発 
ミッション対応設計高度化技術の研究開発 

ＮＥＤＯ

基本計画の策定、委託先
の公募選定、委託に係る
仕様書、実施計画書策定
と運営管理等 
 

技術委員会 

共

同

実

施 

社団法人日本航空宇宙工業会
研究開発責任者  

次世代輸送系システム設計基盤技術開発 
委託先内の全体とりまとめ 
進捗管理 
委員会業務 
成果報告書とりまとめ等 

 
ヴァーチャルプロトタイピング技術の他産
業への適用可能性検討 
ミッション対応設計高度化技術に必要な調
査・分析及び評価 

全体研究開発責任者 

(社)日本航空宇宙工業会  
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「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） 評価概要（案） 

 
１．総 論 

１）総合評価 

宇宙輸送系は宇宙活動の重要なインフラストラクチャであり、その確立は国の重

要な政策である。日本の商用ロケットの国際競争力を高めるためには、ロケットの

打ち上げ性能の向上や、コスト低減ばかりでなく、受注から打ち上げまでの期間・

サイクル短縮、および信頼性向上が大きな課題である。このため、日本が得意とす

る IT（情報技術）、AI（人工知能）の技術を用いて輸送系システム設計基盤技術の

開発を行うことは、次世代ロケットの効率的開発・運用が推進され、信頼性を向上

させつつ期間短縮やコスト低減が達成されることから、商用ロケットの市場シェア

拡大、および宇宙機器産業の活性化につながることが期待できる。また、ロケット

以外の大規模システムにも応用できる波及効果を有することからも評価できる。 

研究開発成果として、次世代 LNG（液化天然ガス）制御システムでは、機体点検

自動化システム実証試験で当初目標通りの期間削減を実証し、民生用 LNG 気化設備

への適用可能性も確認できた。ミッション対応設計高度化では、①ミッション対応

設計情報一元管理技術、および、②ミッション解析情報設定技術は中間目標を達成

し、③打上げ当日ミッション解析・評価、および、④飛翔中データ取得・機体評価

技術については開発仕様を設定し、H22 年度の実証試験への準備段階にあり、最終

目標を達成できる見通しである。 

なお、ロケットのシステム設計には、先端的技術開発と信頼性技術のバランスが

必要であり、先端技術の導入が多いほど、その信頼性の実証も重要であることから、

次世代 LNG 制御技術については更に実機での実証に努力し、ミッション対応設計高

度化技術については早い段階で実証試験を実施すべきである。 

 

２）今後に対する提言 

短期的な成果の実用化先目標として GX ロケットを想定して次世代ロケットの運

用のためにシステム設計基盤技術を準備しておくことは有効である。今後、実証機

会の積み重ねが必要であることから、GX ロケットだけでなく、他ロケットや他分

野に適用できるように技術・システムの汎用化をさらに進めるべきである。 

設計高度化、迅速化、信頼性向上への対応は、国際競争力を高めるために今後更

に強化すべき点であり、不具合の早期発見・復旧など、発射場打ち上げ管理の簡便

化、高信頼性を確保した低コスト化、ミッション対応設計技術の一元管理技術、お

よび打ち上げ後のデータフィードバックによる設計改善手法の高度化などの研究開

発を更にステップアップすることが必要である。 

なお、本プロジェクトの成果は設計手法やアルゴリズム開発に特化しており、実
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証が不足している。今後は、実際のロケットと人工衛星のインテグレーションや打

ち上げ機会に本成果を適用し、得られた知見をフィードバックするプロセスが重要

である。 

 

２．各 論 

１）事業の位置付け・必要性について 

宇宙輸送系は航空宇宙産業における基幹技術であり、打ち上げ機会の少ない日本

において高水準な打ち上げ技術を維持、発展させるためにロケット開発のみならず、

実用機運用段階までを視野に入れた設計基盤技術の開発を実施することは航空機・

宇宙産業イノベーションプログラムの目標達成に寄与するものである。 

開発要素であるヴァーチャルプロトタイピング技術（VP）、高度信頼性飛行制御

検証技術（FS）、次世代 LNG 制御システム技術（LNG）、ミッション対応設計高度化

技術（MI）の各テーマとも打ち上げコストの低減、迅速性・信頼性向上のために重

要な技術を取上げており、一方、ロケット開発は経費の膨大さ、および、開発期間

の長さからリスクの大きな開発であることから NEDO が関与する事業として妥当で

ある。 

 波及効果としては、即利用できると考えられる LNG に関する制御機器や自己診断

や自律対応技術の関連分野への適用、および、開発されたシステム設計基盤技術、

設計手法は産業界全体への波及効果もあり、投じた予算に対する費用対効果は適切

である。 

 
２）研究開発マネジメントについて 

明確な戦略目標、目標値の設定、目標達成度評価の尺度は適切であり、目標達成

のための要素技術の選定（VP:ヴァーチャルプロトタイピング技術、FS:高度信頼性

飛行制御検証技術、LNG:次世代 LNG 制御システム技術、MI:ミッション対応設計高

度化技術）、研究開発フローの管理、研究開発の実施遂行体制と技術力は十分と評

価される。 

日本の商業ロケットの国際競争力を向上させるために、日本の得意分野である

IT（情報技術）/AI（人工知能）技術を活用しようとしていることは評価できる。

また、各研究開発項目毎に技術の転用先の企業を含めた外部有識者の委員会を設置

して、進捗状況ならびに技術的審議が行われており、適切な研究開発体制が構成さ

れている。情勢変化に対応した計画見直しについては、本成果の実証を計画してい

る中型ロケットの開発遅れに柔軟に対応して事業期間の延長、計画見直しが行われ

た。 

なお、実証の遅れの結果、次世代ロケットへの適用で時代遅れにならないように

しなければならない。また、期間短縮は最重要な目標であるが、同時にコスト低減

についても考慮するのが望ましい。 
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３）研究開発成果について 

次世代 LNG 制御システム技術では、日本が得意とする IT や AI を駆使してロケッ

ト打ち上げ作業の自動化、自律対応化を進め、信頼性向上と機体点検工期 30％削

減という目標が達成された。開発された制御機器の性能は世界最高水準であり、自

己診断・自律対応のソフトウェアも汎用性が高く、民生用の小型 LNG 気化設備など

他の関連分野に応用でき、世界をリードする技術と認められる。 

また、ミッョン対応設計高度化技術では、打上げまでの期間を世界レベルの

18 ヶ月に短縮できる見通しが得られ、また、ミッション対応設計情報一元管理技

術における衛星とのインターフェース･データベース管理手法については、技術・

信頼性向上に貢献出来ると評価できる。これらの新たな技術領域の開拓により、世

界での商用ロケットの市場シェア拡大につながることが期待される。 

なお、学会発表、特許取得が増加していること、およびプログラム著作権も 22

件を登録していることなどから、知的財産権等の取得及び標準化の活動は妥当と考

えられるが、成果の普及については今後の努力を期待したい。 

 

４）実用化の見通しについて 

ヴァーチャルプロトタイピング技術（VP）、高度信頼性飛行制御検証技術（FS）、

次世代 LNG（液化天然ガス）制御システム技術（LNG）、ミッション対応設計高度化

技術（MI）という４つの技術とも、短期的出口としての GX ロケット開発で必要と

なる時期にあわせて開発され、その後、中長期的出口としての各種ロケットへ適用

拡大するという実用化スケジュールは妥当である。なお、出口イメージは市場の変

化に伴って若干の修正を余儀なくされるケースもあるが、基盤技術開発として柔軟

に対応できる実用化の可能性を有すると評価できる。 

研究開発成果であるシステム設計技術、試験・評価技術、安全・信頼性技術、機

器制御技術は、輸送機器産業、エネルギー産業など広範な産業分野に波及効果を有

している。特に、次世代 LNG 制御システムの自己診断・自律対応ソフトウェアは汎

用性が高く他の産業分野への応用が期待でき、民生用 LNG 気化設備などの LNG 適用

範囲の増加とともに現実的な実用化の見通しがある。また、この関連分野全体の技

術向上、およびプロジェクトに参加した人の人材育成等の波及効果もあると評価で

きる。 

なお、本研究における成果が、特定ロケットの命運に左右されないよう技術適用

のバックアップ体制を整え、技術成果が時代遅れにならないように注意すべきであ

る。また、ミッション対応設計高度化技術においては、海外商用打ち上げサービス

の運用情報も可能な限り蓄積すべきである。また、円滑な運用を行うためには、

データ収集についても契約やプログラム管理等で拘束することも考慮すべきである。 

 

 
 
 



個別テーマに関する評価 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

次
世
代
Ｌ
Ｎ
Ｇ
制
御
シ
ス
テ
ム
技
術
の
研
究
開
発 

一部シミュレータを含むシステムを
用いた実証試験による結果であり、実
機による実測ではないが、機体点検工
期 21 日は数値的には世界的レベルの
成果であり、民間ロケット打上げの
シェア拡大に貢献する。また、開発さ
れた制御システムの性能仕様は最高水
準にあり、IT（情報技術）および AI
（人工知能）を応用した自己診断・自
律対応型ソフトは汎用性があり、民生
LNG 気化設備だけでなく、様々な大規
模複雑システムへ適用できるような汎
用性のある技術と評価できる。また、
知的財産権等の取得及び標準化の取組
という観点では、特許出願数 4 件は終
了直後のプロジェクトとしては妥当で
ある。 
なお、プロジェクト終了後の提言と

して、ロケットの打ち上げ機会に本成
果を適用し、結果をフィードバックす
る中でその効果を実証してゆくのが望
ましい。また、ロケットに搭載するア
ビオニクス機器の性能を向上するの
か、打ち上げまでしか使わない部分等
は民生部品で機器を構成するかのト
レードオフはコスト削減のために検討
が必要である。 

フライト用アビオニクス機器、
ロケット用自己診断・自律対応制
御システム、射場整備作業につい
て、これらを充実させ開発システ
ムに活用するという計画が継続さ
れているので、実用化の見通しは
十分あると評価できる。短期的に
は GX ロケット、中長期的には各
種新規ロケットに適用という出口
イメージも妥当である。また、
LNG(液化天然ガス)関連施設の制
御への適用という他分野への波及
効果も明確であり、さらなる技術
開発の発展が期待できる。 
次のステップとしては、現在開

発中を含めた民間市場で競争力の
ある小型中型の非水素系ロケット
を分析し、それを上回る競争力を
保障できるかを検討すべきであ
る。工期削減は実用化に対して重
要な技術目標であるが、外国企業
では、2 シフト制をとることで期
間削減を実現しているケースもあ
り、単なる期間短縮ではなく作業
の信頼性の向上に主眼を置くべき
という考え方も今後の運用の中で
考慮すべきである。 

自己診断・自律対応型機体点
検システムは、今後の打ち上げ
システム技術全体から見て重要
である。また、アビオニクス機
器は、本件に留まらずロケット
全体に研究成果波及が貢献でき
るものである。なお、最終年度
に、LNG システムの変更や制御ア
ルゴリズムの修正等が行われた
が、対象とする LNG システムの
進歩に対応して開発された制御
システムを適切に更新していく
必要がある。 
なお、当該技術に若干の修正

を加えることで転用が可能にな
る分野は、燃料電池自動車の水
素供給ステーション等があり、
炭酸ガス（CO2）対策に伴う今後
の動向によっては世界的需要も
見込まれる。これらの関連分野
への適用を活性化するために
は、開発されたシステムの核の
部分をパッケージ化し、データ
ベースだけを変えれば他のシス
テム対象にも適用できるという
モジュール化を図る必要があ
る。 
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 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

ミ
ッ
シ
ョ
ン
対
応
設
計
高
度
化
技
術
の
研
究
開
発 

設計情報の一元管理、ロケット仕様の
GA（遺伝的アルゴリズム）等による最適
設定などシステム開発を終了し良好な成
果が出ている点は評価できる。特に衛星
仕様がどこまで変動しても耐えられる
か、ということをロケットのパラメータ
設定の際の評価軸にしたことはこれまで
にない発想であり、衛星メーカー側に設
計許容範囲をあらかじめ提示できるな
ど、衛星とロケットのインテグレーショ
ンの短期化が見込め、シェア拡大につな
がることが期待できる。また、既存の商
用打ち上げサービスでは、紙の形態でし
か 扱 わ な い ICD(Interface Control 
Document：インタフェース管理文書) の
各項目についてミッション対応設計情報
一元管理技術として電子化・共通データ
ベース化することは、非常に大胆かつ先
進的な試みである。 
しかし、ミッション解析情報設定技術

において GA シミュレーションによりグ
ローバルな最適点に確実に落としこめて
いるかどうかの検討が示されていないた
め、その効果が明確でない。このため、
GA 以外の手法を用いた場合との比較が
あるとなお良い。 

打ち上げまでのミッションイン
テグレーション期間の 40％削減、
打ち上げ後の解析評価作業の 20％
削減という目標は中間時点でみる
と達成の見通しがあり、ロケット
の国際競争力強化につながる実用
化に見通しが立ったといえる。 
今後、衛星ユーザーや衛星メー

カとのインターフェース調整や情
報提供を円滑に進めるためには、
特にミッション対応設計情報一元
管理技術については、衛星メーカ
にデータインプットを促進させる
ようなインセンティブを設ける必
要があり、実用化段階では、一方
がインプットした情報を他方がど
のように承認するかというプロセ
スも重要になる。 
なお、本技術は人工衛星とロ

ケットとのインテグレーションに
適用してその効果を実証してゆく
べきであるが、実機による実証は
本事業期間終了後の活用プロセス
で行うのが望ましい。 

打ち上げまでのミッション
インテグレーション期間削
減、打ち上げ後の解析評価作
業削減は商用ロケット市場に
おける競争力強化に重要であ
る。打ち上げ当日ミッション
解析・評価技術も、打ち上げ
機会の少ないわが国にとって
重要である。 
なお、飛行後データ解析に

ついては、ソフトウェア向上
による成果を単に作業時間削
減のみで評価せず、解析精度
とのトレードオフとして検討
する必要がある。 
また、プロジェクト終了後

の提言となるが、商用衛星を
打ち上げるという前提では、
打ち上げ回数の蓄積とともに
ミッション検討に必要な期間
は自然と短縮されるため、将
来に向けては現行目標の作業
削減量・短縮量に拘泥せず、
例えば対象衛星バスごとに条
件・仕様を更に絞り込み、一
層の作業短縮化を目標とする
事も考えられる。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 
 

2.3

2.1

2.6

2.1

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通し　　　　　

３．研究開発成果　　　　　　

２．研究開発マネジメント　　

１．事業の位置付け、必要性

平均値

 
 

評価項目 平均点 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性 2.6 A A A A C A B 
２．研究開発マネジメント 2.1 A A A B C B C 
３．研究開発成果 2.1 B A B B B B B 
４．実用化の見通し 2.3 A A A B B C B 
（注）A=3, B=2, C=1, D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出 

 

 ＜判定基準＞ 

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 

・非常に重要        →A 

・重要           →B 

・概ね妥当         →C 

・妥当性がない、又は失われた→D 

・非常によい        →A 

・よい           →B 

・概ね妥当         →C 

・妥当とはいえない     →D 

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化の見通しについて 

・非常によい        →A 

・よい           →B 

・概ね適切         →C 

・適切とはいえない     →D 

・非常に明確         →A 

・明確                       →B 

・概ね明確          →C 
・見通しが不明               →D 
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評点結果〔個別テーマ〕 

 
１．次世代 LNG 制御システム技術の研究開発 

2.3

2.3

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果　

 
 
２．ミッション対応設計高度化技術の研究開発 
 

1.6

2.0

0.0 1.0 2.0 3.0

２．実用化の見通し

１．研究開発成果　

 
 
  個別テーマ 評価項目 平均値     素点（注）   

１． 研究開発成果 2.3 B A A B B B B
  

次世代 LNG 制御システム

技術の研究開発 実用化の見通し 2.3 A B A A B B C
２． 研究開発成果 2.0 A A B B C C B
  

ミッション対応設計高度

化技術の研究開発 実用化の見通し 1.6 A A C C C C C
 （注）A=3, B=2, C=1, D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出  

 

＜判定基準＞ 

(1)研究開発成果について （2)実用化の見通しについて 

・非常によい         →A 

・よい            →B 

・概ね妥当          →C 

・妥当とはいえない      →D 

・非常に明確          →A 

・明確                        →B 

・概ね明確           →C 

・見通しが不明                →D 
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