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富岡 ちょうど２カ月後に新型ロケ

ット（H-ⅡB）の打ち上げを予定し

ており、その発射リハーサルとして

地上オペレーションの最終総合試験

を打ち上げ時刻に合わせて７月 11

日（土）の未明に行いました（注）。

その現場を見に行った帰りです。

山本 いまだに現場での立ち会いを

行うというのは大変ですね。

富岡 JAXA内に有識者という仕組

みを構築中であり、そこにプロジェ

クトマネージャーからの依頼があり

ます。有識者グループにはJAXA以

外の方々も登録しています。

山本 それは何名ぐらいですか。

富岡 約 300名を登録しています。

名前と能力のレベリングがオープン

にならないよう

に工夫してお

り、どの分野に

詳しい方という

開示用リストを

作っています。

レベリングはチ

ーフエンジニア

の会合で行っ

ています。プロマネのリクエストに

応じて対応するという仕組みです。

今回は、約３年前からチェックとア

ドバイスの機能を持つHTVの特別

点検チームを別途編成しており、

その一環で出掛けました。

山本 やはり今おっしゃったレベリ

ングが結構重要ですよね。

富岡 そうですね。OBが多いので

すが、現役でもあるレベルに達した

職員をピックアップしてリストを作

山本 種子島宇宙センターからの帰

途ということで、お疲れのところ申

し訳ありません。
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成しています。JAXAでは通常、職

員のレベル評価については、自己申

告と所属長の評価でデータが作成さ

れます。それに対して、JAXAのコ

アコンピタンスを持続的に強化する

ために、どういうパートのどのレベ

ルの人材が何人ぐらい不足している

かを洗い出して、計画的かつ体系的

に職員の専門能力強化と人材育成を

進めています。新人職員の採用に関

しても、中途採用も含め民間企業並

のことをやり始めています。

山本 評価されること自体が慣れて

ない人もいる・・・・

富岡 そうです。教育職は評価試験

がないですし評価の対象外となって

います。ただし、教育職は一般職の

上長を兼務しているケースがありま

すので、その場合は部下を評価しな

いといけません。

山本 研究者タイプの人は、研究内

容の評価について、間違っている可

能性があるのにそのことに気づかな

いで独断で評価することがある。

富岡 各本部単位では従来から外部

の専門家、先生方が研究評価に加わ

って頂いてますが、３年前に、私の

前任の統括チーフエンジニアであっ

た向井利典先生が、“研究推進委員

会”を社内に設け、ALL JAXAレ

ベルでの研究評価の仕組み作りに着

手しました。研究評価は、一般研究

と重点研究に分けて行っています

が、まだまだ改善の余地があり、今

年度も継続して行っています。

重点研究には５～７年後にプロジ

ェクト化を目指すものがあります。

今年度の新しい仕組みでは、重点研

究分野の中で、産業的見知から

JAXAと企業が協同で活動する取組

みを再整理して、それまでの

「JAXA産学官連携部」を「JAXA

産業連携センター」へと名称変更し、

様々な産業連携施策を展開していま

す。今年度からは重点研究の受け付

けから行っています。社内からボト

ムアップで上がってくるものと、社

外から提案されたもの、もう一つ立

川理事長のトップダウンによる重点

研究事項があります。

山本 立川理事長はNTTでR&Dを

見てらしたことがあって、「世の中

を変えるようなR&D」については、

かなり積極的ですよね。

富岡 世の中の技術を見ていて、例

えば「ナノテクで宇宙でやれるもの

を考えたらどうかね」などと言われ

るわけです。宇宙開発の分野では、

ミリ～ミクロンのイメージはありま

すが、ナノはありません。結果的に

はナノは今年度でなく、次年度以降

になりました。ボトムアップのテー

マと異なり、トップダウンの重点研

究アイデアについては、私どもが企

画のお手伝いをすることがありま

す。当該分野に詳しい先生を参加さ

せるといったアドバイスを行うなど

して案を修正して幹部にプレゼンし

て、評価を受けます。

山本 その意味では、5年、7年先

のJAXAさん全体のロードマップと

整合性をとったR&Dのロードマッ

プを作成されているのですか。

富岡 JAXAは 2005年４月に、20

年先を見据えた長期ビジョンとして

「JAXA2025」を策定しました。こ

れは、JAXAを含む日本国として

『世界最高の信頼性と競争力のある

ロケットや人工衛星を開発し、安全

で豊かな社会の実現に貢献する。ま

た、トップサイエンスを推進すると
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ちにはしていません。テーマ毎にサ

ブができることも当然許容するし、

奨励しているところもあります。技

術ロードマップに対応した研究は、

３年間でどのレベルまで達成するか

を設定します。例えばハードウェア

の研究ですと、要素技術の評価まで

行うという形になりますね。

山本 ミッションを策定する際は、

どんなことを想定したかという、仮

説のマネジメントも重要になる。

富岡 そうです。そこが一番難しく

て、それが経営層のマネジメントか

もしれません。経営のトップという

ことではなく、プログラム単位での

責任者が本来管理すべきテーマにな

りますので、うちの組織で一番でき

ていないのは多分そういうマネジメ

ントのスキームでしょうね。プログ

ラムという括りでは、例えば衛星の

場合で説明するとわかりやすいかも

しれませんが、衛星では環境プログ

ラムや災害・防災をテーマにしたプ

ログラムがあります。

山本 なるほど、我々の普段の生活

に結びつく衛星ということですね。

富岡 社会に還元するようなイメー

ジのプログラムの括りにしていま

す。JAXAは、基本的には宇宙セグ

メントが所掌範囲ですので、当然

JAXA内でクローズしなくて、外部

のステークホルダーがいます。最終

的には民間の経営的なセンスを基に

発展させないと、ほんとんど使われ

ませんので、JAXAでやっているこ

とは狭い範囲になります。

山本 その意味では日常生活、社会

の中におけるビジネスという視点か

ら立ち戻っていって、衛星がどうあ

るべきかというところまで見通した

ビジョンを策定している。

富岡 そういう仕組みで整理されて

いるため、逆に言うと背伸びをする

ためなかなか絵を描くのが難しいと

いう点があります。例えば、エンド

ユーザーからは、衛星の機能や性能

に対する要求はなくて、「こういう

ものに使いたい。都合のいいものを

考えて」ということしかありません

のでそれを翻訳しなければいけませ

ん。衛星でできることと、地上で分

担しなければいけないこと、それか

ら最終的に衛星から得られたデータ

に付加価値をつけた形に変えなけれ

ばいけません。そういった仕組みを

パートナーとぐるぐる回すことに

なります。この作業は、仮に名前

をつけるとすれば、「ミッションあ

るいはプロジェクトの開拓」と言

えます。

山本 プロジェクトがなぜ着手で

き、開始できるかという点が重要で

すね。

富岡 そうです。いかにそこまで絵

を、企画書を描けるか。当然それを

担保するための技術の見通しという

のも我々の専門なので、そこの見通

しをつけなければいけません。

山本 システム開発も似たところが

あって、特に最近のシステム開発で

は、「なぜそのシステムを作らなけ

ればいけないのか」「作る必要があ

るのか」ということをお客様に説明

ともに、独自の有人宇宙活動や月

の利用への準備を進める。さらに

マッハ５クラスの極超音速実験機

の実証を行う。これらにより宇宙

航空の基幹産業化に貢献する』と

いうものです。

この長期ビジョンを策定した1年

半後に、長期ビジョン実現に向けた

全体ロードマップの達成に必要なミ

ッションロードマップを策定しまし

た。これは、20年先を意識しなが

ら 10年先の絵を描きましょうとい

うものです。３年前に初版を出して、

毎年改訂していますが、それを担保

するために、技術をそこに紐付けな

いといけないことから、２年前にミ

ッション達成に必要な技術ロードマ

ップを設定しました。この技術ロー

ドマップを企業と共有しながら、技

術ロードマップに基づく共同研究も

行っています。

山本 確かにロードマッピングがき

ちんとできている組織は、日本には

あまりないのではないかと思います。

富岡 まだまだ不十分です。長期ビ

ジョン実現に向けたベクトルを四散

させないようにしながらも、きちき
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できない限り、システムの開発に着

手できません。さらにその時に、そ

のシステムの価値とは何か。どんな

価値がお客様にとって生まれるの

か。それをちゃんと生み出すだけの

技術的な見通しがあるのかというこ

とを全部組み立てないといけません

し、お客様だけではなくて、パート

ナーやお客様がビジネスをされるお

客様など関連するステークホルダー

との間の関係を全部紐解いて、こう

いう風に結び付いています、という

話を作るところがものすごく重要に

なってきています。それを今、まさ

に実行されている。

富岡 正しくは、それをまだ狭い範

囲でやっていると思います。例えば

研究者とか科学者相手のプログラム

やプロジェクトがある一方で、災害

などは自治体も含めてガバメントの

所掌となるプログラムがあります。

陸域観測技術衛星「だいち（ALOS）」

の時もそうでしたが、環境はどちら

かというと科学者、研究者の領域な

んですね。ALOSは、最終的には民

間利用技術を拡大化したいというの

がテーマでしたが、なかなか交渉な

り相談する相手がいないわけです。

当時、地球観測データのプロバイダ

ーは、あることはありましたが、少

ない。その中で「だいち」のプロジ

ェクトがかなり進んだ頃、NTTデ

ータさんも手を挙げられました。結

果的には「だいち」は非常に評判が

良く、信頼もかち得ました。「だい

ち」の後継機として、政府の宇宙開

発戦略本部に災害監視を主目的とし

た衛星の打ち上げを提案しました

が、結局、「だいち」のコンセプト

に近い国土管理・資源管理・資源探

査・災害監視・新たな利用の5つの

ミッション目的を持つ「ALOS2」

の打ち上げを 2012年頃に行うこと

となりました。

山本 その意味では、「だいち」が

ブランド価値として認められたとい

うことですね。そのように考えると、

まさに衛星は軌道上を回り続けるこ

とによって、常に新しいコンテンツ

をリアルタイムに提供し続けるコン

テンツビジネスだという気がします。

富岡 ただ、そのコンテンツ、アプ

リケーションをいかに面白いものに

するといったら表現が良くないです

が、便利なもの有効なものが企画・

提案できるかということの兼ね合い

ですね。そこのところに興味を示し

ていただく方々を増やさなければい

けません。そうすることで、良いも

のがでてくるわけですね。

山本 例えば、コンテンツの利用に

関して、システム的な表現をすれば、

そこのインタフェースがオープンに

なって、誰でも自由に使えるような

サービスが提供できるようになるこ

とが非常に重要ではないかと思いま

す。ある限られた人たちしかコンテ

ンツの利用方法を開発できないとい

うことがないようにする。

富岡 極論を言えば、隠語を知らな

いと使えない・・・・。

山本 そこのところはフリーに、も

っとシンプルに、普通の人でも簡単

に活用できるようになっているとす

ばらしいと思います。

富岡 先日、宇宙開発戦略本部の方

が筑波宇宙センターに視察に来られ

た時にも同じことを言っています。

万人が使い易いようなデータベース

と、その配信利用システムをオープ

ンにするということです。一応はオ

ープンにしていますが、専門用語・

業界用語がありますので、万人が使

い易いというわけではありません。

ALOSの画面は、当然デジタル画像

なので、撮影日とミリ秒まで緯度経

度の位置情報のタグがついていま

す。こういったことも開示すると同

時に、基本的な処理のアルゴリズム

も開示していますが、ユーザーが何

をどう加工するかというサービスが

十分でありません。

山本 そこは、我々 ITの専門家が

一生懸命考えて価値を引き出さない

といけませんね。

富岡 逆に言うとJAXAでも限界を

感じていて、いくら頑張ってもセン

スの問題だよという意見もありま

す。使い方や性能に自信があります

という説明はできますが、もう少し

コンテンツとしての価値に落とし込

めていないという悩みがあります。

（以下、次号に続く）
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