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て、重要な要素としては、例えばど

のようなことがあげられますか。

山本 やはり、コミュニケーション

のマネジメントです。しかも、それ

はそれぞれの地域の文化と大きく関

係しています。文化的要素の異なる

地域の人間同士のコミュニケーショ

ンをいかにマネジメントするかとい

うことで、文化仮説のマネジメント

が重要になります。その部分をプロ

セスとしてきちんと構築することが

必要だと思います。

ところで、文化という観点では、

月周回衛星「かぐや」のハイビジョ

ンカメラによる映像やNHKの連続

ドラマ「ふたつのスピカ」などによ

って、日本の宇宙開発に関する一般

的な理解というのはかなり高まった

のではないでし

ょうか。

富岡 「かぐや

（SELENE）」の

打ち上げ計画時

に、NHKから

ハイビジョンカ

メラを積ませて

欲しいという依

頼がありました。当時のプロジェク

トマネージャーは、積載量が限られ

ていますから、当初予定していたも

のを規模縮小しなくてはならないと

いうことで、悩んでいました。最終

的には経営判断で協力することにな

りましたが、結果的に一番活躍した

のが、ハイビジョンカメラ（HDTV）

です。一緒に積んでいた他の高機能

センサ類が霞んでしまうほど、視覚

に訴えることがどれだけ効果がある

かということを身を以て勉強しまし

たね。

山本 それは、非常に分かりやすい

話ですね。

富岡 一般の方々に、非常に分かり

富岡 ソフト開発において、インテ

グレーションの妥当性の見える化が

これから必要になるということです

が、特にオフショア開発などにおい
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やすい形で伝えることができた媒体

になったというのは良かったと思い

ます。

山本 世界で初めて、ハイビジョン

カメラによる鮮明な映像を流すこと

ができたというのは、大きかったで

すね。日の丸有人宇宙船の実現につ

いて、国民の興味を高めるという点

でも役に立ったのではないですか。

富岡 有人宇宙飛行に対する日本

の文化は、有人はかくあるべしとい

う基準を作ることから始めなければ

なりません。技術論ではなくて、コ

ンセンサスそのものですから、まず

アセスメントをとって････という

ことになりますので、なかなか難し

い問題があります。

山本 確かに、雰囲気に流されると

いうか、どこに問題があるかを顕在

化させることを後回しにして、問題

を先送りしてしまう国民性というの

がありますね。

富岡 私は、宇宙開発に関する日本

の文化を少し変えなければならない

時期にきているのではないかと思っ

ています。

山本 米国のような宇宙開発先進国

では、長期ビジョンに基づくミッシ

ョンロードマップや技術ロードマッ

プをきちんとマネジメントしている

と思いますが、JAXAではいかがで

すか。

富岡 そういう方向に動き始めてい

ます。

山本 しかも、産業政策の一環で、

欧米では関連の企業体に政府から膨

大な資金を投入しています。しかし、

わが国の政府が、宇宙開発に関する

産業政策の長期ビジョンを持ってい

るかというと疑問ですよね。宇宙開

発に限らず最近、施行後の影響につ

いてそれほど深く考えていないよう

な政策が多いような気がします。

富岡 近視眼的な対策や施策が多い

ということですかね。宇宙開発は長

期戦略をたてるのが難しいといわれ

ます。確かに私もそう思います。し

かしそれは、政治のトップがこうい

うビジョンを打ち出したいと言え

ば、霞ヶ関の優秀な官僚はその案を

一生懸命考えて作るはずです。

山本 政治のリーダーは、それを言

う必要がある････。

富岡 そう思いますね。

山本 この前のお話しで、製造ノウ

ハウ、特にハードウェアの最終工程

のノウハウは企業サイドが持ってい

るということでしたが、企業の利益

に振られないように、当然細かなチ

ェックをされているかと思います

が、プロジェクトライフサイクルに

おけるJAXAとメーカーの役割分担

はどのようになっているのですか。

富岡 プロジェクトのライフサイク

ルは、概念検討→概念設計→計画決

定→基本設計→詳細設計→製作・試

験→運用の各フェーズならなってい

ます。概念検討から設計に移行する

段階で、経営層によるプロジェクト

準備審査と本部によるMDR（ミッ

ション定義審査）が入り、概念設計

から計画決定に移行する段階で本部

による SRR（システム要求審査）

が実施されます。さらに、計画決定

から基本設計に移行する段階で、経

営層によるプロジェクト移行審査と

本部の SDR（システム定義審査）

が行われます。その後、基本設計か

ら詳細設計、そして製作・試験と、

フェーズ移行のつどそれぞれ本部に

よるPDR（基本設計審査）、CDR

（詳細設計審査）が実施されます。

計画決定フェーズの段階でプリプ

ロジェクトチームがプライムメーカ

ーの選定を行い、計画決定フェーズ

以降はプロジェクトチームがEVM

（Earned Value Management）、定

期的会合等を活用して調達管理しま

す。この際には、DE（専門技術）、

SE、S&MA（安全・ミッション保
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スが沢山あります。「A、Bの2案を

検討しました。双方一長一短ありま

すが、そちらで決めてください」と

いったように、私どもで選択するケ

ースも少なくありません。

山本 その意味では、意思決定の判

断項目がある程度決まっており、そ

れをチェックしている。

富岡 最上位のレイヤでは、それを

管理しています。それに当然スレー

ブ（隷属）する形で、現場作業が進

んでおり、そこでは1週間単位での

管理が行われています。

山本 工程がある程度決まっている

場合は、どの時期にどういったこと

を判断しなければいけないかが予め

分かっている････。

富岡 マイルストーンを設定する時

に、大体は分かっています。ただし、

現場で問題を隠蔽されてしまうと、

結果的に上位のレイヤまですべて見

えなくなってしまいます。疑問に感

じてチェックに行ったところ、1週

間どころではなく、1カ月以上も遅

れていたといったこともあり得ま

す。それは、JAXAの中でも同じで

す。幹部に「大丈夫です。順調です」

と嘘をついてはいけません。

山本 理事長へのプロジェクト進捗

報告会は、どれくらいの頻度で行わ

れているのですか。

富岡 ４半期ごとに行っています。

プロマネが4半期ごとに報告書を作

成し、統括チーフエンジニアが評価

して、「現在こんな感じで動いおり、

ほぼ順調だと思います。こんなとこ

ろが要注意です」といったように、

まとめて理事長に報告します。また、

プロジェクト進捗報告会では、プロ

マネが直接、理事長に悩みごとを相

談することも奨励してます。

山本 「困っています。リソースを

もう少しください」といったように、

理事長に直訴することができ

る････。

富岡 輪番制で行っているのです

が、プロジェクトの数が多いために、

各プロマネが直接理事長に報告する

機会は半年に1回程度です。ただし、

プロジェクト進捗報告会の後の意見

交換会では、プロマネ同士が活溌に

情報交換を行っています。意見交換

会を始めて３年程度ですが、良い仕

組みの１つになってます。

山本 確かに、プロジェクト横断的

な自由な意見交換により、プロマネ

が抱える悩みや課題解決に向けた

貴重なヒントを得ることができま

すね。

本日は長時間有難うございました。

（連載完）

証）の各グループがサポートします。

プロジェクトの進捗状況は、定期

的に開催される信頼性推進会議やプ

ロジェクト進捗報告会で理事長に報

告されます。また、各プロジェクト

ごとに、安全・品質保証室の支援に

よるS&MA活動や、独立評価チー

ムによる技術評価活動など、日常的

なPDCA活動も行われています。

山本 製造工程における進捗状況の

チェックは、どの程度のスパンで行

っているのですか。

富岡 基本的に工場等の現場では

週間単位で行われています。ただし、

そこにJAXA側は直接手を出しませ

ん。それは各企業のルールの中でや

っていただいています。JAXAでは、

事前に作成したマイルストーンに対

する進捗状況をモニタリングしてい

て、マイルストーンのパスまでに到

底間に合いそうにない場合に、プラ

イムメーカーとの情報共有、定期的

会合などを通して、意見を述べるよ

うにしています。

また、インテグレータとして、

JAXAが判断しなければならないパ
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（編集部注）本連載は、2009年7月14日に実
施した長時間インタビューの内容を、2009年
11月号～2010年4月号の6回にわたってご紹
介しました。
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