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ければと思います。

山本 富岡様には、技術ロードマッ

ピングの価値と気懸かり事項をしっ

かりとマネジメントすることの重要

性をお聞かせいただきましたが、特

に日本の技術開発力を高めるために

は、しっかりとした技術のロードマ

ップが重要だと思いました。

富岡 実は私は、狭義の“信頼性”

という言葉が大嫌いでした。宇宙開

発の分野の信頼性管理は、最初に米

国から入ってきた時は明確になりす

ぎていました。つまり、デザインク

ライテリア（設計規準値）の下に、

製造のクライテリア、運用のクライ

テリアがあるわけですが、運用クラ

イテリアでジャッジできないような

高度な判断を行う際には、結局はデ

ザインクライテ

リアに戻ること

になります。

信頼性と品質管

理は全然別物で

あって、信頼性

は設計はどうあ

るべきか、品質

は製造はどうあ

るべきかということでした。本来は

設計～運用までの品質を管理するの

が信頼性管理だと思うのです

が・・・。米国からの技術導入でし

たから、国産部分は別にして、設計

の部分に踏み込むことはできませ

ん。米国がスペックやマージンなど

のノウハウを出してくれません。

山本 技術導入の場合、それは無理

ですね。

富岡 例えば製造上、規定を逸脱す

る場合がありますが、その際はそれ

が可能かどうか、ウェーバーとかデ

ビエーションと言われる申請手続き

によって許可を得る仕組みになって

います。その中に、デザイン変更を
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要求する「第1種技術変更手続」と

いうルールがありますが、技術導入

の場合は殆ど不可能でした。国産の

場合でも申請が行われたら、変更を

認めることにより発生する可能性の

ある危険性を十分に評価して判断し

ますが、とにかくデザインクライテ

リアでは、技術の判断を曲げるよう

なことは絶対に行ってはいけません。

それが行われたのが、1986年の

スペースシャトル「チャレンジャー」

の爆発事故だと言われています。発

射延期が続いたのに加え、政治的な

エポックがあったために、打ち上げ

時の気温が低温になることが予想さ

れたにもかかわらず強行したため

に、固体ロケットブースタ接続部か

ら高温のガスが漏れ出し事故を引き

起こしたと言われています。チーフ

エンジニアは、凍結による影響を予

見していたはずですが、技術の判断

を曲げて政治的な配慮を優先したこ

とになります。

山本 デザインクライテリアと運用

クライテリアのお話は、非常に参考

になりますね。

富岡 その間に製造クライテリアが

あります。

山本 そこは明確に順序付けされて

いるのですか。

富岡 そこを意識しています。決め

た数値を守れなかった時にローカル

に対応してしまうと大変なことにな

ります。デザインクライテリアまで

溯って、確認しておかないと心配で

すね。大規模システムは、分任を繰

り返して細分化していきますが、そ

れらは明確な条件が付けられたクリ

ーンインタフェースで規定します。

クリーンインタフェースを守ってい

れば、あまり細かいことはいいませ

ん。しかし逸脱した時は、必ずどこ

かに歪が生じているはずです。それ

を単純にローカルで処理したら、シ

ステムが崩れ不具合・事故の要因に

なります。

山本 似たようなことが、原子力発

電所の事故でありましたね。運用者

が勝手に作業を短縮化したために、

事故になってしまった。

富岡 逆にいうと、運用をかなり意

識してシステム設計することが重要

です。私も、衛星を打ち上げ後必要

なチェックを経て、ユーザーの観測

要件に合わせていざ運用し始めたら、

設計した半分くらいの機能しか使え

なかったということがありました。

衛星の運用制約に関して、ある程度

情報を受けていましたが、細かい情

報が届いていませんでした。機能・

性能を満たすためにはオンボードに

負荷を強いることになり、お金と時

間とリスクを抱えることになります。

たまたま、JAXAで最初にプロジェ

クト全体の権限を持つ「総合プロジ

ェクトマネージャ制」の仕組みで取

り組んだプロジェクトでしたから、

地上のオペレーションも私の間接的

な部下であるため当然自分の責任に

戻るのですが、それを十分にサポー

トしてくれる部下がいなかったとい

うことで、大反省しましたね。

山本 ソフトウェア開発において、

総合プロマネ制度はまだないと思い

ます。つまり、開発者は開発で終わ

って、運用は別会社が運用するケー

スが結構多い。

富岡 衛星も同じです。運用は、

JAXA内の運用組織が行います。当

然、それをサポートする会社も違い

ます。地上系の開発を行っている会

社も別会社です。もともと衛星開発

関連の会社をできるだけ多く育成す

るという役割もありましたので、細

切れ細切れで、ブランチしてインテ

グレーションしてブランチするとい

う組織の構図になっています。した

がって、要のところがなくなると動

かなくなります。

山本 ところで、ロケットの打ち上

げが成功するかどうかは、ほとんど

神頼みの世界だとか・・・・。

富岡 そうです。最後は神頼みです。
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いますが、中味は古いというか、古

典的な側面もありますね。

山本 それだけ不確定要素が高いと

いうことですね。

富岡 H－2Aロケットは確率論か

らいうと、成功率 94％くらいであ

り世界最高水準と言われている

97％まではとどいていません。

山本 日本とアメリカでは宇宙開発

技術にかなり差がありますか。

富岡 あります。まだまだアメリカ

に追いついてはいないと思います。

ヨーロッパは各国が独自に進めてい

ましたので日本のほうが上の感があ

りましたが、ESA（欧州宇宙機構）

設立後は、やはりリソースが全然違

うことから逆転しています。

山本 本当にかけているお金の額が

違いますね。しかも、重要だと思っ

たら、毎年すごい額を維持する。

富岡 軍事開発との境界が曖昧でか

つ、大量なリソースを投入する中国

にも早晩抜かれると思います。

山本 ITでも、重要インフラの高

信頼化が必要だといいつつ、日本で

は数億の予算すらつきません。米国

だと毎年 200億、ヨーロッパでも

100億、中国も20億とか、かけ始め

ています。そういう点では、日本に

は危機感はあるかもしれませんが、

研究資金を出すまでの勇気がないで

すね。

富岡 JAXA内では今、「ソフトウ

ェア独立検証と有効性確認（IV＆

V）」の技術研究が行われています。

IV&Vは、ソフトウェアを開発する

技術者たちとは異なる組織の技術者

たちが、独自に正しくソフトウェア

が作られているかを評価し、有効性

を確認するというものです。

この背景の一つとして、ソフトウ

ェアを開発した企業が、ノウハウの

塊ということで情報を開示してくれ

なかったということがあげられます。

制御担当は、簡単なフローチャート

しか見たことがなく、制御のアルゴ

リズムを知らないという状況でした。

お金を出して一から作らせているか

ら開示要求できるはずだよというこ

とで、結果的には詳細なフローチャ

ートまで開示してもらいました。そ

の後、発注者側がソースコードまで

見る必要はないが、制御のアルゴリ

ズムを知らないと、トラブルが生じ

た際に対応できないということで、

アルゴリズム、ソースコード共一部

開示してもらうように成りました。

山本 私たちは、ソースコードも提

出させます。

富岡 地上のシステムを新規に開発

した時は、当然ソフトウェアも一か

ら開発しないといけないので、相談

しながら発注仕様を書いて、最後は

ソースコードを全部提出してもらう

ようにしています。要するに、力関

係です。ある種、開発会社のノウハ

ウの延長に乗せてやったというと、

開示制限がかかります。発注者側が

どこからお金を出したのですかとい

うのがあるため、最近は同じ要素が

ある時は、どこまでが私どものノウ

ハウですよという、封印したものを

出すケースがあります。もめた時に

衛星は筑波山神社にお払いとお札を

いただきに行き、そのお札を衛星の

コンテナと一緒に種子島に送る。ロ

ケットも港区の芝神明神社に、輸送

前にお参りに行くケースが多いです

ね。また、打ち上げが近づくと種子

島宇宙センターに近い３つの神社に

衛星、ロケットの関係者が３社廻り

と称して、安全と成功を祈願するの

が準恒例となっています。まさに人

事を尽くして天命を待つという感じ

です。

ロケットは衛星分離までの 20分

の勝負ですが、衛星はそれからがス

タートです。打ち上げてから何年も

動かないといけません。ALOS（だ

いち）は３年設計ですから、３年間

は動かないといけません。その間は、

枕を高くして寝ることができません

ね（笑い）。私の家内は、私の誕生

日とは別に、「お父さん今日 2歳だ

よ」という感じでケーキを買ってき

てくれました。

山本 素晴らしい奥さまですね。

富岡 ３才でケーキはなくなりまし

た。最先端もどきの業務と思われて
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開けるわけです。

山本 最初から開けてはだめなんで

すね。それは初耳ですね。

富岡 30年、40年、何千億円と注ぎ

込んで、その上で出来上がっている

のではないかと我々は主張するので

すが、企業サイドは「いやそうでは

ない」というわけです。確かに製造

ノウハウは、いろんな経験が積み重

なってできるので理解できます。実

際、ハードウェアは最後の工程のノ

ウハウがあるのですが、しかしそち

らのほうは開示してくれます。プロ

セススペックも現場で、見ることが

できます。コピー不可で、当然持ち

帰ることはできません。企業と発注

側のある種の信頼関係で、これ以上

は不可分というところまで見ること

ができました。しかし、ソフトウェ

アはそういうことはなかったですね。

山本 それは、何年くらい前までで

すか。

富岡 10数年前ですね。そこで、

IV&V技術の研究をやりたいという

声があがりました。先ずはソースコ

ードのチェック、その後フローとの

整合性に進めるという計画でした。

これに対し、ソースが間違っている

か正しいかを検証してもまったく不

十分で、もともと要求の設計とロジ

ックがプレスされているどうかが一

番問題で、開示して検証して欲しい

のはそこの部分だと主張しました。

山本 確かにそこの部分は、表現す

ること自体が難しいですね。プログ

ラムは、書かないと動かないから書

くのであって、それでいいかどうか

は分からない。ソースコードよりも

そっちのほうが問題ですね。

富岡 私たちは衛星の制御につい

て、自立化という用語を使っていま

す。自立化すなわち自分で判断させ

るということは、あるアルゴリズム

の組み合わせですから、そこはある

種のノウハウになるし、検証できた

範囲は、大丈夫だと思うわけです。

それがだんだん規模が大きくなって

きて、高機能の自立化を行ってくだ

さいというリクエストになってくる

と、いろんなケースのロジック設計

が必要になります。フラグがあがっ

た時にどうするとか、同時に２つあ

がった時にはどうするんだと、そん

なロジック設計が必要になります。

山本 そういう意味では、一番基本

的なコンポーネントの部分を自立化

させるのは、確かにメーカーが持っ

ているノウハウかもしれませんが、

そうではないでしょうということな

んですね。

富岡 そういうことです。その上の

ロジックのところが、要求と設計思

想、設計計画の生命線であり、そう

でないと受け入れられないわけです。

山本 それは、まさにインテグレー

ションの妥当性で、ここが重要なポ

イントですね。逆に言うと、ソフト

ウェア開発がこれから直面しなけれ

ばいけない課題かもしれません。な

ぜなら、サービス化が進み、コンポ

ーネント化が進み始めたことから、

ソフトウェアの個々のコンポーネン

トは、各社が勝手にやってもいいん

だよと。しかし、それをサービスと

して組み立てる際には、きちんと検

証する必要がある。

富岡 多分、そこにインタフェース

が絡んできますので、コンポーネン

トがどこまで、練れた検証なり、デ

ザインの境界を示せるかというのが、

怪しいし、サーベイが必要です。

山本 そこで、仮説のマネジメント

が必要になる。コンポーネントがど

んな仮説を持っているのか、それを

見える化してくれていますかという

ことですね。

富岡 そのとおりですね。

山本 そこですね。インテグレーシ

ョンの妥当性が見えているようで見

えていない。

富岡 見えなくて、間違ってインテ

グレーションしている可能性がある

わけです。システムは、そこのとこ

ろが怖いんですよ。

山本 インテグレーションの妥当性

の見える化は、これからのソフト開

発に必要になってくると思います。

（以下、次号に続く）
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