参考資料4

平成21年度概算要求における
科学技術関係施策の重点化の推進について
○ 優先度判定（SABC）及び改善・見直し指摘の結果（社会基盤分野抜粋）
○ 詳細な見解付けの結果（海洋地球観測探査システム）

平成20年10月31日
科学技術政策担当大臣
総合科学技術会議有識者議員

優先度判定（SABC）及び改善・見直し指摘の結果
（社会基盤分野抜粋）
【新規施策】
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平成２１年度概算要求における科学技術関係施策（社会基盤分野）（新規案件）
（金額の単位：百万円）

優先度

施策名

所管

概算
要求額

戦略
重点

最重要 競争的
政策課題 資金

施策の概要

優先順位の理由

【テロ・犯罪】

A

薬毒物多成分迅速スクリー
ニング技術に関する研究

警察庁

46

○

○現在の薬毒物捜査手法では、物質毎に異
なる分離法及び分析法を用いており、その
際、使用された可能性のある物質の標準品
がレファレンスとして必要となることが多い。し
かしながら、この方法では膨大な数の標準品 ○近年、様々な薬毒物が犯罪に用いられ、国民
を必要とするとともに、捜査情報がない場合 の健康や生命を脅かす事態が発生している。こう
や想定外の薬毒物である場合には対応が難 した薬毒物の混入を迅速にチェックすることは、
しい。そこで、本研究では、タンパク解析等に 犯罪捜査の円滑化及び犯罪の立証、さらに国民
用いられている最新技術を薬毒物のスクリー の安全・安心の確保に重要であり、本研究を着
ニングに応用することにより、試料の中に極 実に実施すべきである。
微量に含まれる薬毒物の分子を壊すことなく
精密分子量などの物性データを測定し、短時
間で多数の薬毒物を自動的に探索し、混入さ
れた薬毒物を特定できる技術を開発する。

○

中深層(地下2000m前後)に設置された地震
計は、高温高圧環境下に設置されているた
め、センサー等の劣化が通常よりも速い。セ
ンサー等の劣化は、地震調査研究に支障を
きたすのみならず、緊急地震速報にも多大な
影響を与える恐れがあることから、NIEDのも
つ中深層地震観測施設のうち、データ品質の
劣化が特に進んでいる5か所について地震計
を更新する。

○とくに首都圏は厚い堆積層で覆われ、人工的
な都市雑音の高い場所であるため、ノイズ環境
が優れた中深層に地震計を設置することで、これ
まで良質なデータを取得してきた。
○地震調査研究の中核的役割を担うとともに、我
が国の地震防災の基礎情報を提供する観測網
であることから、今後もネットワークを維持できる
ように、効果的・効率的に実施すべきである。

○

地震把握、予測精度の向上等の地震調査研
究の推進及び緊急地震速報の運用に貢献す
るため、水平距離約15～20km間隔の三角網
を目安としてNIEDが整備を進めている全国
規模の基盤的高感度地震観測施設のうち、
未整備の空白域及び重点地域の3か所を整
備する。

○地震調査研究の中核的役割を担うとともに、我
が国の地震防災の基礎情報を提供する観測網
を整備することは重要である。
○平成11年に定めた全国に地震観測網を配備
する基本方針に基づき実施されてきた取組みで
あり、これまでに蓄積された観測記録などを参考
に、我が国の地震観測全体への寄与の大きさを
考慮して、効果的・効率的に実施すべきである。

【防災】

B

B

中深層地震観測施設更新

高感度地震観測施設整備

文部科学省
NIED

文部科学省
NIED

227

118
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特記事項

（金額の単位：百万円）

優先度

B

A

B

B

施策名

広帯域地震観測施設整備

火山観測施設整備

ＭＰレーダの整備

所管

文部科学省
NIED

文部科学省
NIED

文部科学省
NIED

実大三次元震動破壊実験施 文部科学省
設整備（加速度増幅設備）
NIED

概算
要求額

124

戦略
重点

○

最重要 競争的
政策課題 資金

施策の概要

優先順位の理由

国の基盤的地震観測を支えるとともに、地震
被害の軽減と地震現象の理解に資するため
に、全国規模で整備を進めている水平距離
約100km間隔の広帯域地震観測施設につい
て、未整備の2箇所を整備する。

○巨大地震のメカニズムの解明や津波地震の検
出の基礎情報を提供する観測網を整備すること
は重要である。
○平成11年に定めた全国に地震観測網を配備
する基本方針に基づき実施されてきた取組みで
あり、これまでに蓄積された観測記録などを参考
に、我が国の地震観測全体への寄与の大きさを
考慮して、効果的・効率的に実施すべきである。

特記事項

590

NIEDでは、これまでに富士山、伊豆大島、三
○ 火山噴火を予知するためには、長期にわたる
宅島、硫黄島に観測施設を整備・運用してい
適切な観測を継続しなればならないが、現在、我
るが、火山噴火予知研究を推進するととも
が国では活動度の高い活火山を必ずしも十分に
に、火山活動の監視能力の強化に貢献する
監視できているとはいえない。
ため、首都圏周辺で活動度が高いとされ、噴
○ 本施策は、噴火予知研究の高度化に資する
火した場合の影響が大きい、那須岳、浅間
とともに重要火山の観測施設体制を整備するも
山、草津白根山について、地震計、傾斜計を
のであり、着実に実施すべきである。
設置するなど火山観測施設を整備し、定常的
な観測を開始する。

300

○近年極めて局地的な豪雨、突風が多発し、洪
水被害が増加している中、災害対策を進める上
で重要な施設であり、２基のレーダーを追加する
高精度な降雨予測技術の確立に向けた研究 ことで関東一円が観測対象となる。
開発を推進し、局所的な短時間豪雨、いわゆ ○降雨や風を高精度、高時間分解能で観測でき ○局地的な降雨予測に関する技術開発を推進すると
る「ゲリラ豪雨」の対策に貢献するため、現 る世界トップレベルの技術である。
ともに、気象庁をはじめとした関係省庁や民間企業な
在、首都圏に2台のみとなっている次世代型 ○施設整備にあわせて研究開発を推進し、降雨 ど気象情報の提供に関わる機関等との連携を強化
の高分解能気象レーダであるMPレーダを2台 予測技術を高度化させるとともに、観測情報に加 し、成果の社会還元を促進すべきである。
拡充整備する。
えて、過去の浸水情報や河川や下水道等の状況
を組み合わせるなどして、減災対策につながる
情報を提供できるように効果的・効率的に実施す
べきである。

750

近年発生した内陸・沿岸直下の地震におい
て、これまでにない極めて大きな加速度が観
測されていることから、大きな加速度の地震
が発生した場合の建築物・構造物の挙動解
明、耐震技術の高度化に活用するため、
NIEDに設置されている実大三次元震動破壊
実験施設（Ｅ-ディフェンス）に新たに加速度
増幅設備を整備する。

○
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○関係機関等との連携を一層強化し、日本全国の重
要火山について組織的に観測を推進すべきである。
○将来にわたり観測を継続できるように、新しい観測
方法の活用、研究者の育成など、長期的な観点から
も観測体制を整備すべきである。

○構造物の破壊過程を解明し、耐震技術を高度
化させることにおいて、実大の試験体を対象とし
た震動台による破壊実験の意義は大きく、世界
○実験で得られる膨大なデータをさらに有効活用でき
的にも高く評価できる。
るように、研究体制の整備や計測器等の着実なメンテ
○実験が大型化するにつれ、実験の計画・実施
ナンスも重要である。
やデータ解析に相応のマンパワー等が必要とな
ることも考慮して、施設の能力向上については効
果的・効率的に実施すべきである。

（金額の単位：百万円）

優先度

A

C

施策名

活断層調査の総合的推進

所管

文部科学省

東海地震の予知手法の高度
化及び南海トラフ沿いの巨 国土交通省
MRI
大地震発生予測に関する研
究

概算
要求額

460

運営費
交付金
の内数

戦略
重点

最重要 競争的
政策課題 資金

施策の概要

優先順位の理由

特記事項

○

これまで主要110活断層帯を対象として調査
観測を進め、地震発生の長期予測や地震動
予測地図の作成等をおこなってきた。ここ数
年の被害地震の発生状況や平成21年度から
の地震調査研究の10年計画「新たな地震調
査研究の推進について」を踏まえ、陸域の活
断層調査を一層強化するとともに、沿岸海域
に存在する未調査活断層等を対象とした調
査を新たに開始し、全国の活断層における長
期的な地震発生時期、地震規模、並びに強
震動の予測精度の向上を図る。

○ 活断層の詳細調査から評価される地震の規
模・発生頻度は、地震対策を進める上での基礎
資料として不可欠である。とくにこれまで調査の
○調査結果を国や地方自治体の防災計画や重要施
進んでいない沿岸域の活断層、地震発生確率の
設等の防災対策に活用できるように、関係機関等との
高い活断層や人口密集地域など社会的影響の
連携を一層強化することが必要である。
大きな地域に存在する活断層については、成果
が社会に与える影響も大きく、着実に実施すべき
である。

○

東海地震前兆現象の監視能力や予測精度を
向上させる目的で、近年発見されたスロース
リップ現象と地震との関連を解明するため
に、東海地震発生域に精密制御震源装置と
レーザー式変位計を設置し、スロースリップ
等の異常変動の発生場所や規模等を検出す
る監視・解析技術を開発する。また、南海トラ
フまでを含めた領域でスロースリップを再現
できる地震発生シミュレーションモデルを開
発する。

○現在の東海地震予知シナリオには、スロース
リップは含まれておらず、シミュレーションモデル
を開発して、理論的な東海地震発生シナリオを作
成する意義は大きい。
○関係省庁等で実施されている南海トラフの地震の
○レーザー式変位計の試作改良及び試験観測
連動性評価研究との連携が必須である。
が行われたあとに行うべき、本格的な観測・監視
体制の姿が明確でなく、まずはスロースリップと
地震発生の関係を解明することに注力して計画
を見直して実施すべきである。

増大が懸念される国際海運からの二酸化炭
素の排出量を削減するため、民間等におけ
る高効率船舶の開発（海上輸送システムの
効率化、省エネルギーに資する技術開発）を
支援するとともに、国においても必要な研究
開発を行う。併せて 、高効率船舶の普及促
進を図るため、船舶の実海域燃費指標、新
船体構造強度基準及び環境エンジンの開
発・国際基準化に向けた取り組みを行う。

○国際海運業における二酸化炭素の排出につ
いては京都議定書の適用外となっているが、東
アジアを中心とする海上物流量の伸びに伴い、
今後排出量は増加する見込みであり、その抑制
を図るため船舶の高効率化を図ることは重要で
ある。また、我が国が有する先進的な技術を国
際的に普及する観点から、実海域燃費指標等の
開発・国際基準化を高効率船舶の技術開発と一
体的に推進することが重要であり、本施策を着実
に実施すべきである。

【交通・輸送システム】

A

海洋環境イニシアティブ
（高効率船舶の技術開発、
国土交通省
国際基準化等を推進する総
合施策）

1,689

環
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○新造船に適用されるハード面での技術開発はもち
ろんのこと、既存船からの二酸化炭素排出量削減も
期待できる運航面での技術開発にも併せて取り組む
ことが重要である。

（金額の単位：百万円）

優先度

施策名

所管

概算
要求額

戦略
重点

最重要 競争的
政策課題 資金

施策の概要

優先順位の理由

特記事項

○低炭素社会の実現に向けた水素利用の拡大
に資する先進的な課題である。
○特に建物や都市システムにおいて水素をエネ
ルギーとして実用化し広く普及させるためには、
供給システムについて具体的な技術指針を確立
するともに、その効果を明確に示すことが不可欠
であり、着実に実施すべきである。

○ 研究要素・項目が多岐にわたっていることから、関
係機関等との連携を強化して成果が早期に社会還元
できるように実施すべきである。
○個々の研究要素について、既往の成果を踏まえた
上、その実用化の可能性について十分吟味してから
実施することが必要である。

○少子高齢化がすすむなか、高度経済成長期に
整備した社会資本の大更新時代を迎えており、
生活・産業基盤を将来にわたり保持するための
研究は国として実施すべき最重要研究課題であ
り、期待される成果の展開方針を具体化して、効
果的・効率的に推進すべきである。

○防波堤の安全性評価にかかるハードウェアの研究
課題と、補修の程度，頻度をライフサイクルコストを考
慮した経済的な視点から扱う研究課題が含まれてお
り、各研究要素について既存の事例等を十分にレ
ビューすることが必要である。

【都市再生・生活環境】

A

B

低炭素・水素エネルギー活
用社会に向けた都市システ 国土交通省
ム技術の開発

作用・性能の経時変化を考
慮した社会資本施設の整
備・管理水準の在り方に関
する研究

国土交通省

462

13

○

化石燃料に代わるエネルギー媒体と考えら
れている「水素」及び燃料電池技術を活用し
た都市エネルギーシステムの確立を目指し、
地域や建物内に水素供給するための水素配
管敷設等の建設技術や、経済面も踏まえた
地域スケールでの最適な活用方法を評価す
るための手法の開発を行う。

○

社会資本施設のひとつである港湾施設（防波
堤）を対象として、平時に作用する外力と施
設の経時劣化、および大規模被災が発生す
るおそれをもたらす偶発的な外力の影響を考
慮した「管理水準の在り方（継続的かつ戦略
的な維持管理）」を確立するために、平成２１
年は、既往の実験、解析をレビューを行い実
態を把握するとともに、模型実験や数値解析
を行う。
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優先度判定（SABC）及び改善・見直し指摘の結果
（社会基盤分野抜粋）
【継続施策】
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平成２１年度概算要求における科学技術関係施策（社会基盤分野）（継続案件）
（金額の単位：百万円）

施策名

所管

概算
要求額

前年度 戦略 最重要政 競争的
予算額 重点 策課題
資金

施策の概要

改善・見直し指摘内容

特記事項

昨年度特記内容

【テロ・犯罪】

テラヘルツ波技術に関する
研究開発

総務省
NICT

安全・安心科学技術プロジェ
文部科学省
クト

580

1,283

232

625

○

○

革

適度な透過性と物質を同定できる性
○我が国はテラヘルツ波の発信源や検出器といったデ
質を併せ持つテラヘルツ波を用いた、
バイス開発及び分光データベースの構築の面で世界的
(1)視界不良時の遠隔イメージング、(2)
に高いレベルにある。今後の利用拡大が期待される本
火災時等に有毒ガスの検出をおこなう
分野において、国際競争力の強化を図る観点から、ま
遠隔分光センシング、(3)光ファイバ通
た、国民の安全・安心確保等、幅広い方面での利用を
信技術を応用した小型で高性能な近
実現するため、本施策は効果的・効率的に実施すべき
接センサシステムの研究開発を行うと
である。
ともに、(4)テラヘルツ波を連続発振で
○測定法や分光データベースなどの国際標準化や標準
きる小型でコストを抑えたレーザ光源
技術の研究開発も重要であり、このための産学官の連
を半導体技術を用いて開発し、テラヘ
携体制を確立する必要がある。
ルツ波技術の利用普及に資する。

○本事業では、平成19年度からテロ
対策等に係る研究開発及び安全・安
心に関わる知・技術の共有化を、また
平成20年度から地域社会の安全・安
心に係る研究開発も実施している。さ
らに、平成21年度からは、情報セキュ
リティなど政策ニーズに対応するため
国家の安全・安心の基盤となる科学技
術の研究開発を新たに行う。
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○本プロジェクトの施策のうち、テロ対策等に係る研究
開発及び関連する知・技術の共有については、産学官
の能力を幅広く活用して研究開発及び技術の活用を推
進しようとするものであり、本分野における政府の取り
組みとして重要な役割を担っている。また、地域社会の
安全・安心に係る研究開発についても、地域の防犯・防
災等の面で貢献が期待される重要な取り組みである。
○21年度新規要求部分の国家の安全・安心の基盤とな
る科学技術の推進については、情報セキュリティ、核不
拡散など、国家的課題を取り扱うこととされており、これ
らの課題を現在扱っている関係省庁、部局との連携に
ついて十分配慮するとともに、研究開発内容を精査した
上で必要に応じ、計画を見直して取り組むべきである。

○関係省庁との連携が図
られるとともに、成果の利
用促進に向けた取り組み
がなされていることを評価
する。

○研究開発計画の段階か
ら関係府省やユーザー等と
の連携を深め、早期実現の
追求とともに実際の利用を
念頭に置いた取り組みを実
施すべきである。

（金額の単位：百万円）

施策名

所管

概算
要求額

前年度 戦略 最重要政 競争的
予算額 重点 策課題
資金

施策の概要

改善・見直し指摘内容

地震調査研究推進本部の方針の下で
推進してきた活断層の調査観測を継
続する。平成21年度は、平成17年度よ
り5ヵ年計画で実施している糸魚川－
静岡構造線断層帯の調査研究成果を
とりまとめるとともに、平成17年度より
毎年度実施している補完調査も継続
実施し、長期評価及び強震動評価の
高度化等に必要となる情報を得る。

○地震の危険度を評価するために必須の調査であり、
調査結果が危険度の評価結果に与える影響が大きいと
考えられる活断層については引き続き着実に調査をす
すめるべきである。

特記事項

昨年度特記内容

【防災】

活断層調査の総合的推進

文部科学省

353

478

○
（一部）

東海・東南海・南海地震の
連動性評価研究

文部科学省

ひずみ集中帯の重点的調査
文部科学省
観測・研究

1,181

863

495

401

○

国や地方公共団体における効果的・
効率的な防災・減災対策の実施や、国
民の関心・理解の向上等を図り災害
○南海トラフで発生する地震については、今後、数十年
発生に伴う人的・物的被害の軽減に寄
以内の発生確率が高く、短期的な予測ができれば効果
与するため、将来的な東海・東南海・
的な災害対策を検討することができる。また、地震発生
南海地震及び富士山噴火の連動発生
と富士山の噴火が連動した場合には、我が国の社会経
可能性を評価し、短期発生予測の実
済に極めて深刻な影響を与えることが危惧されるため、
現を目指す。平成２１年度は、南海地
その可能性について評価し、対策の必要性について検
震の想定震源域での海底地震・津波・
討することが重要である。
地殻変動観測、地震計50台の長期観
○本研究の成果を広く社会に伝えることは国民の防災
測化を実施するとともに、シミュレー
行動を下支えする効果もあり、着実に実施すべきであ
ション研究、強震動・津波予測、被害
る。
予測研究等を継続実施する。また、富
士山周辺での自然地震観測や噴火シ
ミュレーション研究等を開始する。

○

東北日本の日本海側の地域及び日本
海東縁部に存在するひずみ集中帯の
活構造を明らかにし、震源断層モデル
を構築するとともに、ひずみ集中帯に
おける地震発生メカニズムを解明し、
調査地域の地震発生予測の精度向上
を図る。平成21年度は、自然地震観測
や海陸統合地殻構造調査、ＧＰＳによ
る地殻変動観測、地形地質調査、歴
史地震調査、強震動予測研究等を継
続実施する。
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○ひずみ集中帯には重要施設も立地しており、地下構
造調査をすすめ、その成果を早期に地震対策等に結び
つけて国民の安全・安心の向上に役立てるべく着実に
実施すべきある。

○防災関係機関との連携
を継続して、得られた知見
は順次速やかに社会に還
元しつつ研究を推進すべき
である。

○研究対象とする災害の
社会的重要性に鑑み、得
られた知見がどのように
減災に活用できるかを研
究軸に沿って整理すると
ともに、創出された成果を
速やかに社会に還元しつ
つ研究を推進すべきであ
る。

○社会的要請を満たすた
めにも、他府省と連携して
データ・知見を活用する
等、できるだけ早期に評
価・結果を提示するための
方策を検討すべきである。
○調査結果を技術的な対
策等に結びつけるための
検討を行うべきである。

（金額の単位：百万円）

施策名

所管

首都直下地震防災・減災特
文部科学省
別プロジェクト

実大三次元震動破壊実験
文部科学省
施設を利用した耐震実験研
NIED
究等

概算
要求額

1,404

1,963

前年度 戦略 最重要政 競争的
予算額 重点 策課題
資金

1,102

1,830

○

○

施策の概要

改善・見直し指摘内容

特記事項

首都直下地震に備えるため、３つのサ
ブプロジェクトを継続して実施する。平
成21年度は、首都直下地震の姿（震
源域、将来の発生可能性、揺れの強
さ）の詳細解明に資するため、中感度
地震計の設置・観測や、歴史地震記
録の収集・解析等を継続するととも
に、大規模地殻構造探査を実施する。
また、実大三次元震動破壊実験等に
より長周期地震動に対する高層鉄骨
建物の制振機能や、高層ＲＣ建物の
挙動等を確認するための実大実験を
実施する。さらに、災害発生後の応急
対策や復旧・復興対策等を包括的に
捉えた被害軽減方策を提案するため
の広域的危機管理・減災体制研究を
継続実施する。

○首都直下地震により、我が国の社会・経済システムに
甚大な影響を及ぼす被害が発生する懸念がある。当該
地域には、対策の必要な構造物等が多数存在してお
り、早急に対策をすすめるためにも、対策のあり方やそ
の効果をわかりやすく提供し、国民の自発的な減災活
動を下支えすることが重要である。
○本プロジェクトは、地震発生の予測、構造物の耐震化
などのハードウェア対策、危機管理体制の整備などのソ
フトウェア対策の３つを連携させ、効果的・効率的な地
震対策を立案するための基盤となるものであり、着実に
実施すべきである。

実大モデルによる振動破壊実験を実
施し、各構造物の地震による崩壊メカ
ニズムや強度を解析することにより、
構造物の総合的な耐震性能を解明
し、既存構造物の耐震診断・補強・改
修を簡易に安価に実施できる技術の
開発を促進することで、地震による被
害を大幅に軽減する。建築物・構造物
に対する地盤の影響を高精度に評価
するため、平成21年度より、地盤基礎
の震動実験を開始する。また、1970年
代の一般的な橋梁、日本の建築事情
を踏まえた鉄骨建物、地盤基礎につい
て実大振動実験を実施するとともに、
数値シミュレーション技術の研究開発
を実施する。

○実験で得られる膨大な
データを一層有効に活用で
きる体制を整えるとともに、
○世界一の大規模施設であり、実大規模の耐震実験を その社会的な意義につい
実施できる意義は大きい。また、これらの実験結果は破 ても具体的で国民にわかり
壊過程を追跡するシミュレーション開発の基礎データと やすい情報発信を行うこと
なるとともに、学会等が作成する設計指針に活用される が重要である。
など、我が国の建築物・構造物の耐震性向上に大きく寄 ○今後も充実した実験デー
与するものであり、着実に実施すべきである。
タを取得できるように計測
システムの計画的な更新・
維持にも心がけるべきであ
る。
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昨年度特記内容
（うち①プレート構造調査、
②耐震性評価・機能確保研
究）
○プロジェクト全体の総括
的な目標と各個別プロジェ
クトの位置づけを明確に
し、それぞれ以下に示す個
別プロジェクトごとの事項に
留意した上で、それぞれの
関係を含めて整理すること
が必要である。
○プロジェクト①について
は、最終的な目標とその目
標が達成された場合の首
都圏防災機能向上におけ
る効果を明確にすること。
○プロジェクト②について
は、別施策の「E－ディフェ
ンスを利用した耐震実験研
究等」との連携を一層深め
ること。
（うち広域的危機管理・減
災体制研究）
○発災時における関係府
省、地方公共団体、大学等
の研究機関、産業界の具
体的な行動計画と役割分
担を踏まえて、関係者の連
携を一層強化して実施する
必要がある。

○大規模であるが故に維
持・管理費が大きいことも
あり、費用の削減など効率
的な運営に努める必要が
ある。
○減災につながる一連の
スキームのもとに、実験が
実施されるように計画すべ
きである。
○実験結果の活用につい
てフォローアップを行うべき
である。

（金額の単位：百万円）

施策名

所管

地震、火山噴火等による被
害軽減のための地殻変動モ
国土交通省
ニタリング・モデリングの高
度化と予測精度の向上

概算
要求額

1,227

前年度 戦略 最重要政 競争的
予算額 重点 策課題
資金

989

施策の概要

改善・見直し指摘内容

特記事項

昨年度特記内容

○

日本列島に展開する「GPS連続観測
網（GEONET）」を高度化するとともに、
地殻変動の数値シミュレーション、断
層モデリングの高度化等による地震・
火山活動のメカニズムの解明、予測精
度の向上のための技術開発を行う。ま
た、観測・解析手法の向上に関する研 ○ＧＰＳ連続観測網は、国土の基礎情報を整備する上
究を行うとともに、被害を予測し、被害 で測位・測量の基盤設備として不可欠なものであり、こ
状況を把握し、さらなる被害を軽減す れを更新・維持することは、防災分野に限らず、地理空
るための情報システムを開発する。21 間情報の幅広い活用促進にもつながることから着実に
年度は、新GEONET構築に関する調 実施すべきである。
査や電子基準点の更新、日本列島周
辺の地殻変動特性及び地域特性の解
明の明確化、合成開口レーダー位相
遅延計算手法の評価、最適化、位相
情報の連続化処理ソフトウェアの開発
等を行う。

○蓄積された地理空間情
○地理空間情報の活用推
報を有効に利活用するため
進のためにも、関係機関等
にも、他府省・産業界等の
との連携を一層強化すべき
ユーザーとの連携を進める
である。
べきである。

○

産学官連携のもと、低燃費化や低騒
音化などの環境適合性や低コスト化、
安全性の向上に資する研究開発を推
進し、その成果を開発メーカーに移転
する。国産旅客機については平成20
年3月の民間企業による事業化決定を
踏まえ、平成21年度は、国産旅客機
高性能化技術について、これまで培っ
てきた空力等の先端技術の実機レベ
ルでの性能評価等に係る風洞試験・
解析等を実施するとともに、地上試験
及び飛行試験に向けた設備整備、予
備的評価等を開始する。また、クリー
ンエンジン技術については、引き続
き、騒音抑制、燃焼器、翼冷却に係る
高度化と性能評価を行うとともに、回
転要素健全性試験、エンジン最適制
御器の開発を行う。

○国産旅客機の実用化に
向けた必要な広範な試験、
評価について、関係府省の
施設、技術も有効に活用し
て、ノウハウを蓄積すること
が重要である。

【交通・輸送システム】

国産旅客機高性能化技術 文部科学省
の研究開発、クリーンエンジ
ン技術の研究開発
JAXA

2,610

2,725

環
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○経済産業省が進める一連の航空機の機体及びエン
ジン開発と一体として進められているプロジェクトであ
り、国産旅客機、国産エンジンの実用化を支援できるよ
うに着実に実施すべきである。

○基盤技術やノウハウの
獲得においては、関係府省
の施設や技術も有効に活
用すべきである。

（金額の単位：百万円）

施策名

所管

概算
要求額

前年度 戦略 最重要政 競争的
予算額 重点 策課題
資金

546

546

改善・見直し指摘内容

特記事項

産学官連携のもと、より安全かつ効率
的な運航の実現に向けて高精度運航
及び事故防止に資する研究開発を推
進し、その成果を開発メーカ、エアライ
ン等へ提供するとともに新技術の一部
について国際基準提案を目指す。
21年度は、高精度運航技術について、
実用化に向けた気象予測技術等の精
○航空交通量は今後も増加が見込まれている中、高精 ○海外機関との連携を一
度向上等を図る。また、事故防止技術
度運航技術等の研究開発は重要性を増しており、着実 層深め、効率的な技術開
については、乱気流事故防止技術とし
に実施すべきである。
発を行うべきである。
て到達距離5海里級ライダ（乱気流検
出装置）の飛行実証・評価を実施する
とともに、引き続きCRM訓練（乗務員
同士が協力してエラーを防止・対処す
る訓練）向上技術や運航品質保証プ
ログラムで利用されるツール（DRAP）
の運航会社等による実運用評価・改
良を行う。

文部科学省
全天候・高密度運航技術

施策の概要

○

JAXA

環境適合性、運行経済性、安全性に
係る要求を実現する先進的な航空機
装備品（システム）の技術開発を行
い、開発された技術を今後の機体、エ
ンジンに適用し実用化することで、我
が国の航空機産業の高度化を図る。２
１年度は、以下の研究開発を行う。

航空機用先進システム基盤
経済産業省
技術開発

715

537

環

○通信アンテナ等の周波数選択性を
○航空機製造技術におけ
高性能化できる先進材料の開発を目
る国際的な技術開発トレン
指し、アンテナ等を模擬した供試体で
○我が国の航空機産業の国際競争力の維持向上に資 ドを見極めた上、開発され
の特性データ取得する。
する重要な施策であり、着実に実施すべきである。
た技術の周辺分野への広
○知的飛行制御システム等の開発の
がりの可能性にも留意した
ために、アルゴリズムの詳細設計を完
開発を推進すべきである。
了させる。また、無人機の風洞試験、
飛行試験、シミュレータの予備試験
データを得る。
○低損失アクセサリギアボックスに係
る技術開発として、実環境試験での
データを得る。
○航空機に未搭載の革新的な新技術
を、航空機に応用するための開発に
着手する。
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昨年度特記内容

○海外機関との連携を一
層深め、効率的な技術開
発を行うべきである。

（金額の単位：百万円）

施策名

所管

環境適応型小型航空機用エ 経済産業省
ンジン研究開発
NEDO

次世代航空機用構造部材
創製・加工技術開発

経済産業省

省エネ用炭素繊維複合材技
経済産業省
術開発

先進空力設計等研究開発

経済産業省

概算
要求額

780

1,040

6,840

4,305

前年度 戦略 最重要政 競争的
予算額 重点 策課題
資金

600

800

5,000

4,100

○

○

○

○

環

環

環

環

施策の概要

改善・見直し指摘内容

国内エンジンメーカーがプライム企業
となってエンジンを開発し、２０１０年代
後半に商業化することを目標とする。
これまで、各要素技術（高効率ファン・
圧縮機、低ＮＯｘ燃焼器技術等）につ
いて、供試体（試験片レベル）での試
験、計算機を用いた解析等を実施し、
各環境性能の目標実現の見通しを得
るとともに、インテグレーション（詳細設
計）を実施。２０年度に予定されている
実サイズ供試体実証を行うための予
備試験等に引き続き、２１年度は圧縮
機、燃焼器の実サイズ供試体の製
作、試験を行う。

特記事項

○小型、短中距離機の需要拡大が見込まれる中、省エ ○我が国のエンジン開発に
ネルギ性、低炭素排出性を含む環境適合性や低騒音な おける主体性を確保しつつ
どの対人環境性の課題を克服することは国際競争力を 開発成果の展開の道筋を
保つ上で重要な項目であり、技術優位性をもって我が つけるべく、市場開拓や共
国がエンジン開発を主導する好機とすべく、22年度の実 同開発先との調整等を戦
証に向けて着実に実施すべきである。
略的に進める必要がある。

航空機の軽量化やエンジン性能向上
を図るため、複合材料の構造健全性
診断技術、耐熱性と耐衝撃性を両立
するための樹脂開発、新たなチタン合
金の創製・加工プロセス技術等の開発
を行う。 平成21年度は、20年度の結
果を踏まえ、構造健全性診断技術に
○国際的に厳しい競争にさらされている分野であり、本
ついては試験片レベルから部品搭載
分野の発展は、航空機製造技術の世界的優位性を維
レベルの対環境性試験に移行するこ
持することはもとより、部品・材料産業への波及効果も
と、複合材ファンシステムについては、
期待できることから着実に実施すべきである。
実物大での実証試験に移行すること、
次世代チタンの合金部材創製・加工技
術については、高効率加工に適する
チタン合金材料の試作、評価を行うと
ともに、成形・加工等の基本プロセス
における特性評価を行うこと等を予定
している。
金属材料に比べて軽量かつ高強度
という特色をもつ炭素繊維複合材料に
ついて、その適用範囲を広げ、輸送機
器やエネルギー機器の軽量化を図る
ため、曲がりの大きな部位の成形技
術・耐雷技術の開発を行う。21年度
は、引き続きVaRTM法等の成形技術
等を開発するとともに、得られた技術
を適用し、実証用の試験機を製作す
る。

我が国航空機産業の発展、及び我が
国製造業の更なる発展に必要な空力
設計等の技術の高度化を図るため、
空力設計及び３次元ＣＡＤ等のデジタ
ル・ツールを活用してデータの一元的
管理を行う開発・生産システムに係る
先進的技術を開発し、実大規模の実
証を行う。21年度は、引き続き設計技
術や設計工程システムを開発し、その
設計技術や設計工程システムを実証・
適用し、試験機を製作する。
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○型式証明取得等の実用
化プロセスを見据え、関係
○低炭素社会実現への貢献、近年の原油価格の高騰 省庁との連携を図りつつ研
への対応など、燃費性能を一層向上させることが求めら 究開発を推進することが重
れている中、航空機の軽量化が市場競争力に与える影 要である。
響はますます高まるところであり、開発スケジュールに
遅延を生じないように着実に実施すべきである。

○民間機のインテグレーション技術を構築するための重
要な研究開発である。
○プロジェクトを遅延なく推進し、我が国航空機産業の
発展に寄与すべく着実に実施すべきである。

昨年度特記内容

○機体の開発とエンジンの
開発は市場投入時期が異
なることは理解できるが、そ
れぞれ世界市場で切磋琢
磨し、将来的には、派生機
で一体となることが期待さ
れる。

○今後の技術開発につい
て、長期的なロードマップを
明確にして研究開発を進め
るべきである。
○次世代環境航空機に適
用できるものは積極的に適
用すべきである。

○23年の小型航空機
（MRJ)開発以後のロード
マップを明確に示すべきで
ある。
○YS－11などの過去の開
発体制の弱点について検
討・整理し、その解決方策
を明らかにすべきである。

○機体の開発とエンジンの
開発は市場投入時期が異
なることは理解できるが、そ
れぞれ世界市場で切磋琢
磨し、将来的には、派生機
で一体となることが期待さ
れる。

詳細な見解付けの結果
（海洋地球観測探査システム）
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「海洋地球観測探査システム」の平成２１年度概算要求にかかる見解
所管

文部科学省

43,059 百万円

概算要求額

前年度予算額

30,766 百万円

施策の概要

○ 「海洋地球観測探査システム」は、地球規模の環境問題や大規模自然災害等の脅威に自律的に対応するとともに、エネルギー安全保障を含む我が国の総合的な
安全保障や国民の安全・安心を実現するために、広域性、同報性、耐災害性を有する衛星による全地球的な観測・監視技術と、海底の地震発生帯や海底資源探
査を可能とする我が国独自の海底探査技術等により構築され、全地球に関する多様な観測データの収集、統合化、解析、提供を行っていくものである。このシステ
ムは、我が国周辺及び地球規模の災害情報や地球観測データ等をデータセットとして作成・提供し、我が国が災害等の危機管理や地球環境問題の解決等に積極
的かつ主導的に取り組むための基盤となるものである。

総合的見解

○海洋地球観測探査システムフォーラムなどを通じ、今後さらに、関係各機関の連携や、データを利用するユーザー意見の取り込みに努める必要がある。
また、観測から得られるデータについては、ユーザーの要望を踏まえつつ統合化や利活用を進め、その成果を国民の安全・安心など国民生活の向上に結びつけてい
く必要がある。
○衛星を利用した測位補完・補強システム及び災害監視衛星の研究開発については、地理空間情報活用推進基本法及び本年施行された宇宙基本法の趣旨に基づ
き、官民連携を図りながら、今後の計画を明確にしていく必要がある。
○国家基幹技術の資金計画については各要求の積算根拠などが分かるようにするなど、透明性を確保することが必要である。また国家基幹技術としての「地球観測」
の意義、成果を広く国民に知らせる努力が必要である。
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個別事項
分野名

社会基盤

施策名

府省名

陸域観測技術衛星「だいち」

文部科学省

（ALOS）の運用

JAXA

２１年度要求額

２０年度予算額

2,964

3,110

見解
○「だいち」の観測データは、災害状況把握、地図作成、植
生分布把握、資源探査等、国内外において幅広い分野に
活用されている。特に、国際的な災害ネットワークへデー
タを提供する他、開発途上国への地球観測データ配布を
行うなど、科学技術外交への貢献度が高く、積極的に推
進すべき重要な施策である。
○国内の防災利用に関しては、関係機関との連携を一層強
化しながら、即応性の高い画像提供の体制や、高付加価
値をもたらす画像解析システムの整備などを推進する必
要がある。
○環境分野における利用研究の促進等により一層の利用
範囲の拡大を図るとともに、データの一般利用における民
間事業者の積極的活用を検討すべきである。
○レーダー衛星で平常時に取得されるデータは、防災目的

社会基盤

災害監視衛星システム等の

文部科学省

研究開発

JAXA

5,550

754

に限らず広く活用すべきである。
○画像データの一般利用にあたっては、本年施行された宇
宙基本法に掲げられた基本理念である「国民生活の向上
等」、「産業の振興」に資するため、海外の事例も必要に
応じ参考にしつつ、民間事業者の能力の活用についても
検討する必要がある。
○一方、既に国際的に商業ベースでの一般利用が普及して
いる光学衛星については、基本性能、画像提供体制、海
外衛星との協力体制、官民連携のあり方などについて、
幅広く関係者の意見を聞きながら日本独自の衛星を打上
げる意義を明確にする必要がある。
○技術実証後のレーダー衛星の運用体制等に関し、国の関
与の必要性および範囲について、費用対効果も明確にし
た上で長期ビジョンを策定する必要がある。
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備考

社会基盤

準天頂高精度測位実験技術

文部科学省

7,420

6,869

1,282

249

JAXA

ﾌﾛﾝﾃｨｱ

次世代型巡航探査機技術の

文部科学省

開発

JAMSTEC

○地理空間情報活用推進基本法で推進する「地理空間情
報を高度に活用できる社会の実現」のための基盤的技術
であり、重要な施策である。
○GPS 類似信号を有する海外測位衛星打上げによる測位
信号のアベイラビリティー向上や、陸上設備を用いた高精
度測位技術の動向等も踏まえつつ、利活用促進方策を併
せて検討していく必要がある。
○2 号機、3 号機打上げに向けた、官側及び民側の第 2 段階
移行の判断基準を明確にする必要がある。

○水中を 3000km 自走できる無人巡航探査機の技術の確立
は、母船の運航管理コスト低減の観点からも効果は大き
く、海底資源の探査・開発や地震予知、海洋物理学や深
海生物の実態解明等に大きく貢献することが期待される。
○閉鎖系燃料電池の発電効率が向上するなど要素技術開
発が進んでおり、来年度以降の装置試作等にあたって
は、信頼性の確保を図りつつ、新技術の導入についても
考慮する必要がある。
○開発段階から、資源開発機関との一層の連携強化を図る
必要がある。
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ﾌﾛﾝﾃｨｱ

大深度高機能無人探査機技

文部科学省

術の開発

JAMSTEC

620

149

○水深 7000m での重作業および緻密な作業を実施可能な
高機能無人探査機の開発は、地震予知のための計測器
の設置やケーブルの保持、海底資源の探査・開発、深海
生物の調査等様々な分野での利用が見込まれる。
○浮力材や高強度ケーブルなど要素技術開発が進んでお
り、来年度以降の装置試作等にあたっては、信頼性の確
保を図りつつ、新技術の導入についても考慮する必要が
ある。
○資源開発機関などとの一層の連携強化を図りつつ、産業
界のニーズにも留意する必要がある。

ﾌﾛﾝﾃｨｱ

「ちきゅう」による世界最高の

文部科学省

深海底ライザー掘削技術の

JAMSTEC

9,119

6,408

○当初の目標に照らしつつ、関連する各分野の専門家によ
り、成果のピアレビューを継続して行う必要がある。

開発

○本船の効率的、かつ、安定的な運用の確保のため、これ
までの計画の一部見直しを踏まえつつ、長期的な運用計
画や体制について、随時、検討を行う必要がある。
○ライザー掘削など新技術の導入・実証とともに、洋上での
運用経験を本船の改良にもつなげていくべきである。ま
た、「ちきゅう」の建造、運用を通じて得られたノウハウを、
産業界にフィードバックし、生かせるような体制が必要で
ある。
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環境

雲エアロゾル放射ミッション

文部科学省

／雲プロファイリングレーダ

JAXA

2,078

370

○温暖化の予測について未解明の部分が多い雲エアロゾ
ルの役割についての詳細な観測を行うものであり、温暖
化現象の解明に大きく貢献できるので、成果に期待した

（EarthCARE/CPR）

い。
○欧州宇宙機関等、他機関との情報共有・交換を積極的に
進める必要がある。

環境

温室効果ガス観測技術衛星
（GOSAT）

文部科学省

1,614

5,806

JAXA

○GOSAT は OCO に比べて優位性が高く、かつ補完的であ
り、国際共同研究に貢献できる。
○NASA との相互連携・データ相互利用など、重要な案件に
はしっかりと対処するべきである。
○観測データを CO2 吸収源、排出源分布の推定に十分活
用するなど、データ活用のロードマップを明確にするべき
である。
○予算措置は打上げ後の初期チェック、運用などに必要で
ある。

環境

地球環境変動観測ミッション
（GCOM）

文部科学省

9,175

4,636

JAXA

○GCOM については 2007 年 11 月の GEO 閣僚会議で
GEOSS の早期成果として登録される等、開発は順調に進
展している。
○得られたデータの利用の実現に向けて、利用先との協議
を進め、具体的な計画を提示すべきである。
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環境

全球降水観測／二周波降水

文部科学省

レーダ（GPM/DPR）

JAXA

2,046

1,793

○地球観測衛星については、開発全体とするとうまく進展し
ており、今後も国際連携のもとで進める必要がある。
○世界最先端の技術である二周波としたことで観測精度の
向上が期待される。
○流路の長い河川についての洪水予測は可能といえるが、
我が国のように短い河川については有効かどうかなど、
観測から得られるデータを解析する手法（洪水予測、台風
進路予測等）の改良も実施する必要がある。

環境

データ統合・解析システム

文部科学省

1,191

622

○５年のプロジェクトが終了後の運用について検討し、この
成果がとぎれることなく広く利用されていくようなステップを
考える必要がある。
○膨大なデータを処理、加工して最終的にはエンドユーザー
が使いやすいように工夫すべきである。
○ハード面での技術革新が著しいが、H18 時点で想定して
いたシステムが当初通りの構想でいけるのか、大きくシス
テム更新する必要はないのか検討すべきである。
○データの防災や資源調査への活用に向けた具体的な取り
組みを強化すべきである。
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