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ザインしているのですか。

富岡 素案レベルはJAXAも提案元

ですが、基本的に宇宙開発戦略本部

が青写真を描き、あるフェーズで民

間のアイデアなり知見を入れるので

すが、私は最初から入れるべきだと

思います。私にもいえることですが、

自分の責任範囲が保てればいいとい

う考えでは、良いプログラムやプロ

ジェクトは実現できません。

山本 責任の分解点ですね。衛星か

らの環境情報をストックし、日本の

国土の現状を知るだけでなく、過去

どうであったかも振り返ることがで

きる。そういった衛星の生み出す価

値というのは、想像できないくらい

の重みがあると思いますが・・・・。

富岡 日本は、比較的細かに管理す

ることが得意な

珍しい国ですよ

ね。国土が狭い

せいもあると思

いますが・・・・。

山本 日本の海

岸線の長さは、

世界トップクラ

スですから、そ

ういう意味でいうと、すごい価値が

あると思います。

富岡 従来の地上システムとの組み

合わせを含め、観測衛星の利用の多

様化は大いに期待できると思います。

一方、通信分野は、固定網や地上

波のネットワークの整備率では世界

有数の国ですから、通信衛星や放送

衛星の必要性はそれほどありませ

ん。単純に難視聴解消ということで

はなく、大容量のデータ通信が可能

という特徴を活かした分野や、海外

メディアのアーカイブデータの中継

にも利用されていますが、固定網の

光化が急速に進展しつつある現在、
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論するのは限界があると思います。

JAXAは、宇宙を利用したアジア

太平洋地域における環境・災害の監

視や、人材育成に貢献し、より安全

で安心な社会を実現するためにアジ

ア諸国との連携をさらに強化してい

くことを表明しています。

山本 グローバル化が加速するなか

で、情報インフラとしての衛星の重

要性も高まってきていますね。

富岡 情報システムのある部分を担

っていると思います。

山本 私どもも衛星の価値を再認識

し、情報システムの中で衛星をいか

に活用すべきかを考える必要があり

ますね。

富岡 2008年２月に打ち上げられ

た「きずな」（WINDS）は超高速

インターネット衛星であり、一般家

庭でも超小型アンテナを設置するこ

とにより、最大155Mbpsの受信及

び6Mbpsの送信を、 企業等におい

ては直径５メートル級のアンテナを

設置することにより最大1.2Gbpsの

超高速双方向通信を可能にするもの

です。大学の医学部と連携した遠隔

医療の実証実験なども行っていま

す。また、国内インターネット網の

超高速化にあわせた国際的なインタ

ーネットアクセスの超高速化、特に

アジア・太平洋地域の諸国との超高

速通信の実現も目的としています。

山本 通信衛星の利用技術も、これ

か ら ま だ ま だ 開 発 す る 必 要

が・・・・。

富岡 まだまだありますね。

山本 地上にある情報システムであ

れば、ソフトウェアをアップデート

することで対応することもできます

が、衛星の場合は、そういうわけに

はいきませんね。

富岡 OSは勿論メインのアプリも

書き換えは基本的にしませんが、パ

ラメータの書き換えによる不具合の

対処ケースが少なくありません。た

だし、衛星の搭載ハードウェアとの

組み合わせで最適化を図っているた

め大きな変更は不可能ですね。

山本 「JAXA2025」という長期ビ

ジョンの実現に向けたミッションロ

ードマップと必要な技術ロードマッ

プを策定されたということでしたが、

方法論も含めてロードマップをいか

に作るというのが非常に重要で、そ

れを具体例で取り組まれているとい

いうのは素晴らしいと思います。

富岡 試行中の感はありますが、ロ

ードマップにより一つの方向性を示

したということに意義があると思っ

ています。

山本 将来に対する仮説ですから、

成立するものと成立しないものが当

然混ざりあっていますが、仮説を束

ねてマネジメントするということに

価値があると私は思います。

富岡 社内もだいたい理解が進んで

いますが、一部ですが「やらされ感」

を持っている人もいます。

山本 本来は、ロードマップとして

仮説を明示することで、ある意味仕

事のムダがなくなることに加え、合

理的な意思決定ができるようになり

ます。今まで曖昧にしていたことを

紙に残すことができれば、もっと効

率化できるはずです。まだ、こうい

った仕事の仕組みに慣れていないと

もいえますね。

富岡 JAXAは、宇宙科学研究所

（ I S A S）、航空宇宙技術研究所

（NAL）、宇宙開発事業団（NASDA）

の３機関が統合してできた組織です

から、まだ悩みながらミッションロ

ードマップに合わせて組織整形して

いるといえます。私の所掌は、シス

テムズエンジニアリング（SE）推

進室で、各本部にその出先がありま

す。ミッションロードマップ、技術

ロードマップを組織的に回していく

行為もSE業務の一環だと若い人達

には言っています。

山本 問題を顕在化させて重要なも

のから潰していく取組みがシステム

ズエンジニアリングと言えますね。

富岡 それは分かりやすくて良い表

現ですね。

山本 それはまさにプロジェクトマ

ネジメントの極意の1つです。上手

くいっていないプロジェクトは、問

題を隠そう、隠蔽しようとします。

富岡 それを早く見抜くということ

ではなく、自分から見せてください

というのを奨励しようとしています。

もう一つは、知見のなさ等から気が

付かない問題をできるだけ早く見つ

け出す仕組みをオフラインで回した

いということで、連載の冒頭でお話

したような有識者のチェックの仕組
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富岡 そういう言い方もできます

し、先ほど山本様が言われたように、

隠すのではなくてリスクを境界条件

と合わせてどのように考えているか

を説明できなくてはいけません。

山本 「リスクがありません」と

いうプロジェクトが、一番危な

い・・・・。

富岡 それは、検討もしていないと

いう評価になります。

山本 技術リスクや資金リスクな

ど、いろんなジャンルのリスクがあ

ります。そういうものを全部リスト

アップできるようになっていれば、

必然的にリスクが沢山並ぶはずで

す。それは多分仮説と一緒で、これ

がうまくいかないと失敗するという

もののリストになります。

富岡 リスクというのは、細かくす

ればするほどきりがありません。リ

スクまでいかないような、“気懸か

り”みたいなものもあります。実は、

12年くらい前に慶応大学で気懸か

り事項の講座を始めた先生に「信頼

性と気懸かり事項をどう管理すれば

開発に役立つか」というテーマで客

員招聘しましたが、どのプロマネも

非協力的でした。気懸かりを何でも

書き留めて管理していくというもの

ですが、我々がそんなに細かいこと

をやっていたら、何万点じゃきかな

くなってしまう。そんなのは無駄な

作業で、それだけで疲弊してしまう

とみんな口をそろえて言うわけで

す。結局、その時は私を含めどのプ

ロマネも取り上げなかったのです

が、技術課題が多発した時にマネジ

メント上何か工夫できないかと思案

した結果、ALOSプロジェクトは、

顕在化し始めた気懸かりだけを書き

留めて管理する「懸念事項管理表」

という仕組みにトライすることにし

ました。開発の後半に始めたので、

懸念事項の数は400弱でした。頭か

らやると、1000くらいはいくと思

います。それをシステムを担当する

企業に開示、共有し、懸念事項をひ

とつ一つ潰していきました。

山本 やらない人にとっては無駄な

仕事、やっている人にとっては結果

的にものすごい作業の効率化につな

がりますね。

富岡 そうなんです。しかし大多数

の人は最初、理解してくれないんで

す。それをやるとものすごく負荷に

なるので、本来業務が疎かになって

しまうのではないかを気にします。

山本 本来、懸念事項が全部顕在化

してプロジェクトメンバの頭に入っ

ていれば、ものすごく作業が効率化

されているはずなんですね。

富岡 懸念事項を共有することが大

きいですね。気懸かりに対し何らか

の処置を講じて「クリアー」にして

前に進めるべきで、黙ってちゃだめ

だよということになります。

山本 私もそういう経験があります

ね。とにかくどんな小さなことでも

いいから全部教えてくれと話して、

システムを開発した経験が沢山あり

ます。しかし一方で、このプロジェ

クトは絶対に何もうまくいかない、

泥舟でどうせ沈没するからといって

みの中で、プロマネ自ら企画してチ

ェックをかけてくださいということ

にしています。そのためには、何を

やっているかプレゼン資料を作成し

て説明する必要があるわけで、悩み

ながら企画しマネージしてください

と各プロマネには指示しています。

山本 プロジェクト期間は平均して

どれくらいですか。

富岡 ロケットの場合が一番長く、

一から違うものを開発しようとする

と 10年はかかります。最近の衛星

の場合は５年で開発することとなっ

ています。したがって、５年で開発

できるようなものを企画・提案して

います。いずれにしても、外部にチ

ェックしてもらう仕組みを自ら企画

し、マネージすることが重要です。

プロマネが頼りになると思うような

仕組みでないと機能しません。その

ためにも、自分のところの弱点かも

しれない点も、積極的に見せること

を奨励しています。

山本 克復しなくてはならない課題

を正確に把握しているのかというこ

とにつながる・・・・。
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何も手を打たない人もいます。どん

な小さなことでも、できることは全

部やる。そういうやり方をすれば、

プロジェクトは必ず成功すると私は

考えています。

富岡 最近、「システム開発プロセ

スの見える化」が注目を集めていま

すが、まさに“見える化”なんです。

３年ほど前から、JAXAでは幹部が

メッセージを２週間おきに（月に２

人ずつ順番に消化していく）社内メ

ールで全員に配信しています。まず

理事長が一番バッターで、順番に回

っていき、最後に執行役でまた理事

長に戻る。

そこで私が最初に取り上げたのが

“見える化”でした。今、現場では

こういう取組みを開発プロジェクト

に適用しようとしてやっています。

それができると、後がものすごく楽

になりますよと、特に事務系にも奨

励しました。要するに、うまくいっ

たことだけではなくて、まずいこと

もオープンにしなさいということで

す。そうすると、仕事はうまく回る

し、改善がどんどん進みます。多少

の手間と少しの工夫が必要ですが、

ぜひ進めていきましょうというメッ

セージを書きました。

山本 本当にその通りですね。

富岡 この社内メールを結構見て頂

いてたことになりますが、何かの時

に「事務系もやはり見える化しなく

てはいけない」とトップが言って、

担当も即、受け入れてくれたケース

もありました。

山本 知らないこと、分からないこ

とを文章にして残すということが重

要です。普通の人は、分からないこ

とは知らなくていいんだと。知って

いることだけやればいいんだという

考えでは、回りがリスクだらけにな

っていく。

ところで、先ほどの懸念事項管理

表では、内容的にはどんな項目があ

りますか。

富岡 多岐にわたっています。技術

的な項目は当然ありますが、技術は

評価や試験を実施しながら少しずつ

進みますので、むしろ技術ではない

マネジメントに関するものが、その

ままホールドというか維持され、懸

念事項として顕在化する場合が多い

ですね。資金リスクとか、時間軸で

動いていくものとか、対外的な調整

が自分の権限が及ばないようなイン

タフェースの部分とかは、すぐには

完結しません。こういうのが結構あ

りますね。

衛星やロケットは、打ち上げとい

う大きなマイルストーンがあります

ので、打ち上げを迎えるにあたって、

懸念事項管理表を一旦整理し、打ち

上げ～３、４カ月の初期チェックの

中で決着をつけるとか、大きな絵を

描き直してもらうということになり

ます。

山本 そういう意味では、懸念事項

管理表を使ったリスクマネジメント

プロセスを実行されたということで

すか。

富岡 そんな意識はありませんでし

たが、そうかもしれません。

山本 懸念事項管理表の項目構成に

ついては、例えば、識別番号とか、

タイトルとその内容、オープンなの

かコンプリートしたのか、関連する

懸念事項番号とかそういう構成だと

思って良いのでしょうか。

富岡 おおよそそのような構成で

す。実は、プロジェクトスタート時

に大分類的なリスク管理表を作りま

した。外的要因、マネジメント的リ

スク、技術的リスクなどに分類し、

マネジメントリスクは必ずしも論理

的に解決できないので難しいのです

が、技術的リスクは順次潰していく。

リスクは全部を潰すことはできま

せんが、「ロジカルに動く」をテー

マにJAXAのプロジェクトの中で最

初にトライしました。しかし、リス

ク管理表の細分化がなかなかうまく

できません、下のレイヤをどう入れ

込めば良いか悩んで、結局、大きな

テーマだけを管理することにしまし

た。また、技術的リスクに関しては、

担当メーカーに開示して、メーカー

のほうで細目の案を作っていただく

ようお願いしました。メーカーも初

めてそんな宿題が出たために、目を

白黒させていましたね。

（以下、次号に続く）
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