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第１９回宇宙産業・科学技術基盤部会 議事録 

 

１．日時：平成２８年６月２日（木） １６：００－１７：００ 

 

２．場所：内閣府宇宙開発戦略推進事務局大会議室 

 

３．出席者 

（１）委員 

山川部会長、青木委員、下村委員、松尾委員、松本委員、薬師寺委員、 

渡邉委員 

（２）事務局（宇宙開発戦略推進事務局） 

小宮事務局長、佐伯審議官、松井参事官、行松参事官、髙見参事官 

（３）関係省庁等 

外務省総合外交政策局宇宙室長    齋藤 敦 

文部科学省研究開発局宇宙開発利用課宇宙利用推進室長 鎌田 俊彦 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構理事  浜崎 敬 

 

４．議 題 

（１）国際宇宙ステーション計画を含む有人宇宙活動について 

（２）国際有人宇宙探査について 

（３）その他 

 

○山川部会長 それでは、時間になりましたので「宇宙政策委員宇宙産業・科

学技術基盤部会」第19回会合を開催したいと思います。委員の皆様におかれ

ましては、御多忙のところ御参集いただき御礼申し上げます。 

早速ですが、本日の議事に入りたいと思います。本日も前回と同様に、宇

宙政策委員会が取りまとめました中間取りまとめに向けた検討課題に盛り込

まれております項目のうち、本基盤部会が担当しております項目について御

議論をいただきたいと思います。 

最初の議題は「国際宇宙ステーション計画を含む有人宇宙活動について」

です。本項目については昨年度に平成33年以降、平成36年までの運用延長へ

の参加の是非及びその形態のあり方を本部会で数回にわたり御議論をいただ

きました。そしてISSにおける日米協力の政治的、戦略的、外交的重要性を踏

まえ、ISSの新たな利用形態の実現やISSによるアジア諸国との連携強化等に

資する新たな日米協力の枠組みについて米国政府との合意を得て、昨年12月

に運用延長への参加を決定いたしました。この日米合意におきまして、新た
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な日米協力の枠組みであります日米オープン・プラットフォーム・パートナ

ーシップ・プログラム、略してJP-US OP3といいますけれども、その詳細につ

いては引き続き日米で協議を進めるところとされたところであります。 

本日は文部科学省より、まずJP-US OP3の詳細化にかかわる検討状況につい

て御説明をいただき、その後、御議論をいただきたいと思います。それでは、

よろしくお願いいたします。 

 

＜文部科学省より資料１に基づいて説明＞ 

 

○山川部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に対す

る御意見あるいは御質問等ありましたらよろしくお願いいたします。 

○青木委員 ２点なのですけれども、１つはデブリの除去の技術実証実験。こ

れは議論としては今どのようになっていますでしょうか。具体的な計画があ

りますかという御質問です。 

２点目はフィリピンの小型衛星の放出なのですが、フィリピンは月協定以

外の宇宙諸条約には入っていませんので、損害賠償の問題ですとか登録の問

題がすぐに生じると思うのですが、こういうところはどのように対処なさっ

ているのでしょうか。例えばNASAとフィリピンの間での協定ができています

でしょうか、あるいはないのでしょうか。そして、もしない場合でありまし

たら、今、JAXAでは途上国向けの教材もありますので、それを使ってフィリ

ピンになるべく条約に入ったほうがいいということを勧めるとともに、宇宙

活動をするときにはどのようなことが必要なのかのアウトリーチをなさると

よいと思います。また、この件は日本の国際貢献として進めることができた

かと思います。 

以上、御質問とコメントです。 

○文部科学省 ありがとうございます。１つ目の御質問につきまして、非機能

物体の捕捉技術につきましては、現在、今度打ち上げるHTVの６号機で技術実

証を行うことができるかどうかということを検討しているところでございま

す。まだそういう段階でございますので、資料としては書かせていただいて

おりませんけれども、そういう形で技術実証に向けて今、準備を進めている

ところでございます。 

それから、フィリピンの状況につきましてはJAXAから。 

○JAXA まず全体の枠組みでございますけれども、これは日本とフィリピンと

の間の契約がございます。これは有償契約でございまして、まず東北大学と

北大が共同でフィリピンと契約を結んで衛星を開発することと人材育成をす

ること。これが結ばれました。それに基づきましてJAXAは東北大、北大と契
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約をいたしまして打ち上げを受託したものでございます。ということで、こ

れは「こうのとり」で打ち上げることを前提に結んだ契約で、まず日本とフ

ィリピンとの関係で最初スタートしました。ですから打ち上げについてもフ

ィリピンの衛星をJAXAの「こうのとり」で行うということで、その賠償責任

等を打ち上げ国であるJAXAが負うというのが契約のスタートでございます。 

その後、フィリピンから打ち上げ時期をさらに早めたいという要望がござ

いまして、私どもの「こうのとり」は10月だったのですけれども、もっと早

くしたいということがありまして、私どもがNASAと個別に調整をいたしまし

た。その中でNASAの打ち上げ機と「こうのとり」の打ち上げのペイロードを

スワップするというようなことをいたしました。これは国際宇宙ステーショ

ン協定に基づく全体の枠組みの中でいろいろな会合をよくやっている件でご

ざいます。 

それで、このフィリピンの衛星にかかわる部分を先に私どもの費用でNASA

に送って、NASAで打ち上げてもらう。そのかわり10日、同じ質量の部分をNASA

の費用で、NASAから日本に送ってもらって「こうのとり」で打ち上げるとい

う交換をしております。これにつきましては打ち上げはNASAが行いますので、

損害賠償責任については打ち上げ国であるNASAが負うことになります。これ

に対する安全性の確認、例えば地上に落下して人を傷つけないかとかいうよ

うな安全性確認、それから、クルーに対する安全性確認というものがござい

ますけれども、これについては日本で安全審査委員会をやっておりまして、

その結果をNASAに通知しています。NASAと日本の間ではその協定が成り立っ

ていまして、日本の安全審査、従前は共同でやってきたのですけれども、現

在ではこの安全審査の権限はこのようなペイロード打ち上げについては日本

に移譲されておりますので、日本の安全審査委員会の結果をNASAに通知をし

て、NASAが確認をして、それをもってNASA側としては損害賠償責任も含めて

負うという形になっているというフレームワークでございます。 

○青木委員 ありがとうございます。よくわかりました。 

○JAXA 捕捉させていただくと、この衛星の目的そのものは地球観測衛星でご

ざいまして、ハイパースペクトラムセンサを搭載しております。今回の打ち

上げにつきましてはOP3もございますので、外務省も含めて強くサポートをい

ただきました。 

もう一つ追加しますと、今回は人材育成ということが非常に大きくて、十

数名の学生さんが東北大、北大に来てやられたと伺っております。今回は本

来ですとNASAとスワップをしたときに、NASAとしては特にメリットはないわ

けですけれども、今回OP3プログラム、この中に明確に位置づけられておりま

せんけれども、こういう議論が背景となって非常に柔軟な対応をしてもらえ
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たと私どもは理解しております。 

○薬師寺委員 SATREPSは、人材育成がものすごく重要で、ぜひそういうところ

を強調していただければいいと思います。ありがとうございました。 

○山川部会長 ほかにございますか。 

私から、昨年12月の日米両政府の間での合意というか、最大の特徴はISSの

再定義というところにあったと思うのです。政治的、戦略的、外交的な重要

性を認識したというところなので、今日の資料は実はそういった観点で整理

されていることを期待していたのですけれども、何といいますか、確かに事

実が並べられているのですけれども、そういった意義でどうなるか。そこで

どう攻めていっているのかというのが見えているとよかったなと思っていま

す。それが全体的な話です。 

それから、個別のOP3の話でいくと、例えば資料１の１ページ、JP-US OP3

の１番の（ｂ）の新しい宇宙技術の開発に焦点を当てたり、運用、ここでは

具体的には小型回収カプセルの話、それから、先ほどのアジア太平洋地域と

の協力の増進というのはフィリピンの話にもありましたし、あと、これから

サンディエゴでシンポジウムを開いて、そういった協力を模索していくとい

うことで、そういったものが含まれていると理解していますけれども、ただ

し、その下の３の（ｂ）のHTVやHTV-Xの運用機会の活用とか、最後の効果的・

効率的な宇宙関連技術の活用の促進、これは日米相互的な技術の利用という

側面だと思いますけれども、こういったところが実は従来にはない、明記さ

れていなかった重要な点だと私も思っていますので、そこら辺をこれから、

まだ十分に議論していないのかもしれませんけれども、それをこれからどう

やって議論していくのかというところをお示しいただければと思うのですけ

れども、いかがですか。 

○文部科学省 ありがとうございます。まず前段の署名した文書全体の外交的

とかその辺りにつきましては、今回準備させていただいた資料では、より具

体的な中身のほうに焦点をさせていただきましたので、申し訳ございません。 

具体的な中身のほうで今、御指摘のありました１の（ｂ）の小型回収カプ

セルの部分につきましては、これも先ほどの非機能物体の話と状況が似てい

るのですけれども、話は進んでおりまして、我々今後小型回収カプセルの研

究開発を進めて、可能であればHTVの７号機でそれを乗せて技術的な実証を行

うことも視野に入れて検討を進めておるところでございます。そういう状況

でございますので資料には書きづらかったのでございますけれども、そうい

う形で実際には進んでおるところでございます。 

それから、アジアの件につきましても引き続きAPRSAFやそういうワークシ

ョップの場を通じて宣伝をいたしまして、あるいは先ほど申し上げた米国の
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ワークショップにつきましては、米国のユーザーも今後開拓に努めていくと

いうことで、今まで日本の「きぼう」で使われている設備が米国のユーザー

にそんなに知られていなかったという現状も確かにございますので、こんな

装置を日本として打ち上げて、こういうことも利用機会があるんだというこ

ともアピールしていくことも想定してございます。 

それから、３の（ｂ）の部分です。HTVやHTV-Xの運用の機会につきまして

は、今HTV-Xにつきましては設計を進めているところでございますけれども、

そういうランデブーの技術でありますとか、ドッキングの技術でありますと

か、そういうことも実証をしていたりとか、そういうことも中では進めてご

ざいます。なかなか資料には書きづらい状況でありますけれども、それも進

んでございます。コンタクトパーソンを定めて議論をしているという状況を

JAXAからも聞いているところでございます。 

最後の４の効果的・効率的な宇宙関連技術の活用につきましては、例えば

２ページ目に書かせていただいております「きぼう」のさまざまな実験装置、

これも今後米国に有用性が理解されるということであれば、米国の実験装置

としてもどんどん取り入れていっていただくということですとか、あるいは

先ほどの小型回収カプセルや非機能物体の技術、これも実証を重ねていくこ

とによって米国の採用についても視野に入れて進めていくと考えているとこ

ろでございます。HTV-Xの技術につきましても同様でございます。したがいま

して、現時点では具体的な成果という形ではございませんけれども、そのた

めに努力を続けているという状況でございます。 

○JAXA HTV-Xについて追加させていただきます。今、HTV-Xにつきましては、

開発の直前の段階でいろいろなシステム検討をJAXAとして進めている段階で

ございます。この中でNASAといろいろ調整をしておりまして、NASAとHTVの６

号機、７号機、８号機、９号機を含めた調整がデイリーに行われております

ので、その場所を使ってHTV-Xに対する我々の考え方等を話しながら、いろい

ろな議論をしています。特にHTV-Xの特徴としては、物を運んだ帰路に、かな

り長期間にわたって宇宙で実験のできる機会が提供できる。しかもかなり大

きなボリュームが提供できるということで、これはアメリカの宇宙船にない

考え方でございますので、そこは非常におもしろいのではないかというとこ

ろで注目をしてくれています。 

JAXAとして開発の詳細はまだ検討中でございますので、その中でも既にそ

の段階から意見交換をしているということです。ただ、まだ具体的にどの実

験をするという具体案はNASAとしてはこれからだと思いますけれども、可能

な限りそれを取り込んでいきたいと思います。特に興味を持っているのが将

来の探査に関する技術の実証の場としてかなり使えるのではないかというこ
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とをNASA側では非常に注目しているようです。例えば人工重力の実験ができ

ないかとか、帰りにいろいろな通信の実験とか、あるいは機器の実証とかで

きないかというのが幾つかまだアイデアレベルでございますけれども、意見

交換をしているところでございます。 

○山川部会長 わかりました。先ほどのISSの再定義の観点ですとか、今のOP3

の各項目とどうそれぞれ今の活動が対応しているのかというのを多分、今後

そういった資料を整理されたほうが少なくともわかりやすいのではないかと

思いますので、よろしくお願いします。 

○外務省 外務省の観点から御説明させていただきますと、今年１月、２月か

ら文科省と先方、あるいはJAXAとNASAの間で議論が始まっている中で、我々

外務省も国務省サイドと、しっかりフォローしようという形では意思疎通し

ております。具体化しないとどういう形になっていくかわからないのですが、

我々の念頭に、今回の2024年までの延長につきましてはEUサイドはまだ決定

していない中で、日本が決定したことによって日本とアメリカとの間でISSに

おける協力というものが深まっているという状況があるので、日米関係全体

にはプラスに影響していると認識しております。 

そういった中で具体的にどのように対応していくかというのは、今後フォ

ローする過程でしっかりと我々としても検討していきたいと思っています。 

○松尾委員 ４番目の効果的・効率的な宇宙関連技術の活用の促進というとこ

ろは、ほかの項目に比べて極めて抽象的な書きぶりなので、何かこんなこと

を言わなければできないのですかといった種類の話に私には見えるのですけ

れども、今、御説明の様子だと何か１つ特別なことがあるというか、多少念

頭にあるようですので、できたらそういうことにも言及しておいていただか

ないと、この話が出るたびにこの質問は出ると思います。 

○山川部会長 そのためにも資料の書き方はよろしくお願いします。 

○JAXA 補足させていただきますと、これまでフレームワークとして宇宙ステ

ーションは共同でつくって、共同で運用するけれども、利用だけは各国が仕

切りを立ててみずからやるというのが基本で、全ての実験装置を自前でやっ

て、ノウハウの保護もあるので基本的には共用をしないというのでこれまで

やってきています。そこを大きく崩していろいろな、宇宙ステーション上に

似たような機能のものが実はダブって持っている例、少しずつ機能が違うけ

れども、似たようなものが比較的ございます。そういうものを今回から新た

な枠組みで共用をしていこうということでございまして、例えば高性能な顕

微鏡とか、そういうものから始まって、いろいろな装置を共用で使っていこ

うというのがこの背景にある考え方でございます。表現としてストレートで

なくてわかりにくくなっているようです。 
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○松尾委員 だから、このタイトルだけではとてもそこには頭が至らないでし

ょうと言っているわけです。 

○小宮事務局長 ここの先にあるのは今、第一歩として実験機器の共用という

話がJAXAから出ましたけれども、本当はその先にあるのは日本の技術がアメ

リカで使われるようになるというのがあらまほしき世界でありまして、そこ

まで行くにはもう三歩、四歩進んでいかないとなかなか難しいだろうなとい

うことであります。 

○松尾委員 何かその辺をにおわせるのがこれではないのですか。 

○小宮事務局長 そこまでいくかというのは、そこのマイルストーンをどう書

くかというのは多分今後の検討課題のような気がしています。 

○山川部会長 よろしいでしょうか。では引き続き検討をよろしくお願いいた

します。それでは、この議題に関してはこれで終了したいと思います。 

次の議題ですが、国際有人宇宙探査についてであります。本項目について

は本年２月に開催いたしました第13回会合で検討状況を御報告いただき、一

度御議論をいただきました。本日は文部科学省よりその後の進捗について御

説明いただいて、御議論をいただきたいと思います。それでは、文部科学省

より御説明をお願いいたします。 

 

＜文部科学省より資料２に基づいて説明＞ 

 

○山川部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの御説明に関して

質問、コメントをよろしくお願いします。 

○薬師寺委員 国際政治と科学技術をやっている人間として非常に興味があっ

て、この中に第１回準備会議の中に中国とロシア、インド、ほかは日本のア

ラインなのだけれども、こういう国々はロシアは衛星を打ち上げてもらって

いるからロシア語の勉強をみんなしなければいけないのだけれども、アメリ

カと日本の関係と日本とヨーロッパとかドイツとか、外交的に言うと安全保

障の問題もいろいろあるからうまくいっていますか。その辺はどうですか。

印象だけでいいのですけれども。 

○文部科学省 ありがとうございます。この準備会合の国につきましては、基

本的には宇宙探査について、そういう意味ではどちらかというと平和的な探

査が積極的な国ということでございますので、ISEFの準備会合の文脈ではそ

んなに大きな議論は。 

○薬師寺委員 だからロケットとかそういうものはみんな安全保障の問題から、

どのように折り合いをつけているのかなと思ってしまうのです。 

○外務省 外務省から１点だけ補足させていただきます。 
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これまでの会合の準備の過程においてですけれども、やることは皆さんば

らばらでいろいろな違いがありますし、どうやってお金をつけるかというの

は皆さん全然違うのですが、宇宙探査に向けて何か皆さんでやっていきたい。

ほかの国がやっていることについて自分も学びたいし、やっていることを教

えてあげたい。そういった気持ちというのは共通している部分があって、こ

この部分については何ら問題が発生していないという感じだと思います。 

○薬師寺委員 だから宇宙に関する非常に重要な遠くの話はみんな興味がある

のだけれども、近くの話はみんないがみ合っているわけです。 

○外務省 具体的な協力案件等があるのであれば、それはいろいろな議論が出

てくると思います。ただし、今回は今、鎌田室長から御説明させていただい

たとおり、基本的には方針、方向性、大きなビジョンを見るという観点から

は大きな違いはないというのが今の認識でございます。 

○山川部会長 宇宙探査の定義というか、言葉に対してそれぞれ違う感覚とい

うか、理解をしているのではないかと思うのです。例えば参考資料４のフォ

ーラム、サマリーがありますね。最初のページの上から２段落目に宇宙探査

とは新たなフロンティアを調査し、宇宙の中における人類の場所に関する集

団的感覚を広げるという我々の探求における究極のチャレンジを象徴してい

る旨、言及した。この文書でこれしか多分定義的なことは書かれていないの

ですけれども、これは本当に皆さん理解したのですか。同じ理解の一致を見

たのですか。答えられないと思いますけれども、それが不思議でしようがな

いのです。 

○文部科学省 宇宙探査の定義というのは、実はこういうプランニングミーテ

ィングとかの過去の資料を見ていても、探査の定義はどうなんだというのは

時々出てまいりまして、ただ、ここの欧州の。 

○薬師寺委員 英語で言うと何と言うのですか。 

○山川部会長 幸いここに訳というか原文があります。collective sense of 

humanity’s placeというちょっと不思議な言葉が使われています。 

○文部科学省 広い意味で宇宙探査と使ってございますので、必ずしもある特

定の宇宙探査ということではなく、広い宇宙探査というものをターゲットに

して閣僚会議をしているという形で歴史的にはつくってございます。 

○松尾委員 よく皆さんこれで合意したものだなと感心しているのですけれど

も、これはもともとMITの有志が集まって有人飛行の本質は何かといってぎり

ぎりやっていたときに、その中に要するに人類の体験の拡張であるという言

葉が実はそこで使われていまして、それと非常に似た表現なのです。いかに

も抽象的過ぎて、それを書いた人も皆さんもおわかりにならないだろうなと

言ったぐらいなのだけれども、これだけ多様な人が集まってよく、本当にこ
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れでみんなが認識したことになっているのですか。この本質というのは非常

に厄介なところがあります、探査そのものの。これはHowとかWhenというのは

幾らでも議論されているけれども、Whyが全く議論されていないものだという

話があって、それが本質論にさかのぼるとそこからやり直すと大変ややこし

くなるのです。よくこれで合意できたものだなという気がします。 

要するに２というのは枠組みとかルールということをきちんと決めましょ

うという話であって、具体的な話はしないということですか。それはISEFに

任せるということなのでしょうか。 

○文部科学省 基本的にはISEF自体、先ほどのプランニングカントリーの一部

の宇宙探査を進めている国以外の途上国とかも含めて、ISEF1では35カ国ほど

参加してございます。そのような国も含めてある程度コンセンサスを得られ

る中身にするという話になりますと、どうしてもふわっとした形の、ふわっ

とした議論でないと多分収まらないのではないか。したがいまして、具体的

な探査の中身とかそういう個別具体的な話には、なかなかISEF自体の全体の

コンセンサスみたいな形には落とし込みにくいのでなはいかと想定されます。 

○松尾委員 準備会合を何回かやられているようですが、そこでは一体何を議

論されたのでしょうか。枠組みとしてこういうものがあり得るだろうかとい

った種類の意見交換をしていったのでしょうか。恐らくこれはステーション

がモデルになりますけれども、アメリカみたいに、あの計画みたいにどこか

中心がぼんとあって、そこがこければ全部こけるような共同のあり方がいい

のか、もう少し分散神経系的なものがあるのがいいのか、一時ブッシュビジ

ョンを実行しようかというときに、その議論がされ掛かったのです。だから

恐らくそんな議論をすることになるのですかね。 

○文部科学省 したがいまして、現時点での準備会合ではなかなかそういう具

体的な話ができるような状況ではございませんけれども、資料２のペーパー

をごらんいただきますとおり、国際的にはISECGで宇宙機関が中心となって探

査のあり方などを検討して、ロードマップというものを発表したりすること

も予定してございます。こういうことも取り組みをISEFの場とかで発表する

というのは、ISEF1のときも行われてございますので、国際宇宙探査のロード

マップあるいは各国の具体的な取り組みというのをISEFの場で発表して、そ

れで共有をするというのはISEFの機会としてはあろうかと思います。 

○松尾委員 そうですね。なかなかその間の関係というのはまだちゃんと熟し

ていないような気はいたします。でも一度部会長はISEFで日本として特別す

ごいことを言う必要はないのではないかという御発言があって、私もそれは

賛成なのですが、そういう懸念は最初からないような会議だったということ

ですか。だから日本が中心になってやる枠組みをつくるべきだと言えば、そ
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れはすごいことを言ったことになるけれども、そんな感じがしています。 

○山川部会長 今、言及されてしまったので繰り返しますけれども、もちろん

先ほどのISSみたいな言葉を使うとすれば、戦略的、外交的、政治的という観

点から国際会議を主導していくことは重要だということは私ももちろんそう

いう認識は持っていますけれども、ただ、だからといってそのために中身に

関して前のめりになって何かを急いで発信する必要はないというのは、これ

も同じで意見は変わっておりません。松尾先生も同じとおっしゃっていただ

きましたけれども。 

なので、会議自体は成功する必要があるのは理解するので、枠組みという

話をやっていくというのはもちろんあります。その方向でいいと思うのです

けれども、依然として釈然としないのは、これを本当にやりたいと先ほどの

定義にかかわる話なのですけれども、定義がある種しっかりしたとしても、

その国際宇宙探査の中身に関して具体的にどういう中身だったら、誰が本当

にやりたがっているのかというのが実に不明確なものだと思っています。 

たしか去年も同じような質問をしたことがあるのですけれども、果たして

日本で例えば有人火星探査を長期的な目的として書かれているのだけれども、

それを本当にやる必要があるのだと主張しているのはどなたなのですかとい

う質問を去年もさせていただきました。それに対する答えをまだ実はいただ

いていないのです。だから本当はそういった方からどういう観点で重要なの

かとか、あるいは米国大統領選挙がことさら強調されているということは、

この目標が変わるのではないかと危惧されている。そういったことを書かれ

ているのだと思いますけれども、仮にそれが月になったとして、そのときに

有人月探査に変わったとしたら、そのときは日本として国内では誰が一体そ

の重要性を指摘しているのか、主張しているのかとか、そういったこともは

っきりしていかなければいけないのではないかと思うのです。 

つまり何が言いたいかというと、こういう枠組みがあって何となく参加し

ていく、ずるずる参加していくということはあってはならないのだと私は思

っていまして、明確に誰がどういう理由で参加する必要があるのかというの

をはっきりさせなければいけないと思っています。もしそれがこの場で、基

盤部会であるというならば、この中にそれを主張できる人は現時点ではいな

いと思いますので、そうであれば何らかのヒアリングをするとか、そういっ

たことをして明確にしていく必要があるのでなはいかと考えています。 

○松尾委員 今おっしゃったようなこと自体はISEFで議論をするのか、ISECで

議論するのか、それぞれ詳らかではないです。少なくともISEFではなさそう

な気がします。 

○山川部会長 宇宙機関のISECGで議論するのはもちろん結構なのですけれど
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も、それをもってこの場で少なくともその中身がわからないと、何もここで

は議論できませんし、その上で何らかのディスカッションあるいはそれに基

づいた判断をするということがもしここで求められているとするならば、そ

こをやはりちゃんと理解していないと議論もできないと思います。 

○松尾委員 だからそこで議論がもし終わったとしても、今の時点ではそれを

どこに持っていくのかということがはっきりしていないのではないかという

話です。ISEFは今のところ枠組みの話だと言われて、そちらに持っていった

ってしようがないわけです。 

○山川部会長 まずいずれにしても枠組みを明確にすることで、それを受けて

こちらでも何を議論していくのかということが多分はっきりしていくのだと

思います。 

○小宮事務局長 関連して外務省に質問がありますけれども、私の理解という

か、事務局的な理解は、この会合というのは別に国に対する拘束力はないと

いう理解でいいのですね。つまりそうだとすると今の山川先生の裏側から言

うと、基本計画の本文中にいろいろなことを検討しなければいけないといっ

ぱい書いてあるので、それがクリアされない限りにおいては日本としての国

際宇宙探査についての結論は出ません。したがって、ここの会合もしくは

ISECGで何が議論され、どういう紙が出ようと、その議論が宇宙政策委員会で

なされていない限りにおいては、日本はそれに何らコミットはしないという

理解でいいですね。 

○外務省 もちろんそのとおりでございます。先ほどの前回合意された紙とい

うものについても、合意されたという話はしていますが、あくまでフォーラ

ムサマリーという形で基本的には議長国の責任で取りまとめて皆さんの意見

を聴取するという類いのものです。次回の会合は日本が議長ですので、日本

がまとめる紙にはなりますが、それはあくまで議論の要約をしただけであっ

て、その紙自体に何の拘束力もありません。 

そういったフォーラム自体が拘束力を持たないところで発出する文書一つ

一つについては、まさしく拘束力を持つ文書にならないというのが前提であ

ります。 

実際、この会議自体は最終的には各国が自分の国の立場、自分はどういう

ふうにやっていますということを訴えるということであって、それをまとめ

て何か１つの方向性、１つのものにするという感じでは恐らくないのだろう

という認識があります。なので、先ほどの全体的な探査の話とは若干切り離

す必要があるのかなと私の認識として持っています。 

○下村委員 というような議論を聞いていると、これは同好会に任意参加して

いるというような感じですか。 
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○文部科学省 そういう嫌いは確かにあるのですけれども、欧州がこれを始め

たきっかけは、宇宙機関だけで議論をしているのはだめで、閣僚級、政府の

ハイレベルで宇宙探査について情報を共有して理解を深めなければいけない

というところから始まっておりますので、そういう意味では政府関係者が参

加をするということでは、少し高い理想とレベルで宇宙探査についての場を

設定するところに意義がある。 

○下村委員 その精神はわかります。かなりの時間と費用を使って参加するわ

けですので、そこで何を得ていくかということについての視点というのか、

目的意識はしっかり持っておかないともったいないなと思います。 

○薬師寺委員 印象だけれども、みんな科学に関係している人だから、定義み

たいなものにすごくうるさいわけです。だけれども、外交交渉というのは余

り定義してしまうと交渉にならない。つまり本当のことを言わないようにし

ながら、交渉している間にだんだん危ない話が出てくるわけです。だから今

のところはそういう段階なのだけれども、宇宙探査という言葉の定義はどう

かという議論から始めると外交交渉なんか何も始まらない。 

だからそんなもので、リーディングカントリーがリードしていくわけです。

それでどうやって公共財みたいなものをプロバイドして味方をつけることに

よって何を得るかというのが外交交渉だから、だからただ探査の定義がどう

のこうのではなくて、日本はその交渉の中で何を得るのか。そこが明確にな

いと日本はリードしていろいろな号令をかけるのがこれからの日本のいわゆ

る宇宙の政策の重要だというふうになれば、やはりそれはずっとやっている

間にインプットしていかないと、でもそれは定義は最初できないわけです。

外交交渉というのは。みんないろいろな空中にあるものをだんだん絞って、

それが日本にとってその方向が正しいかどうかというものが外交交渉なわけ

です。 

だから今それを定義しても多分始まらないので、何というか、何を日本が

得るか。それが日本の宇宙政策にとって重要なのかどうか。それぐらいは考

えていかないとわからないですね。宇宙政策に何も関係がないというのであ

ればいいので、とすれば探査の定義はどうすべきだという議論をしても外交

交渉というのはなかなか難しいわけです。だからマドリングスルーというわ

けだけれども、見えないトンネルの中に入っていくわけです。だから科学者

から見るととんでもない話なわけです。定義違いでそんなところで一緒にや

るのは嫌だと。でも外交交渉というのはそういうもので、科学技術の外交交

渉も含めて、日本は何を得るのかということをまず文部科学省も外務省も一

緒に考えて、それでこれを得るんだと。得るものがなければつまらないこと

だからすぐやめたほうがいいと思うのです。そういうものです。 
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○文部科学省 宇宙探査につきましては、今までの経緯も含めて広くというこ

とで、それこそ有人も無人も全部含めて、それから、国際的なものも含め、

各国で単独で行われているものも含めて、全部スコープに入っているもので

ございますので、そういうざくっとした。 

○薬師寺委員 だからそのように言うと、それは科学者だから一々そんな言い

方をされても困る。どこかいいところを言わないと、この部分に関しては重

要です。宇宙政策には重要ですとか言わないと、そんな言い方だったら無駄

なことはやらないほうがいいのではないかと私は思います。山川部会長が言

っているように、何を日本は得るのか。そういうことだけでも１つ言っても

らわないと困りますね。文科省、外務省は何を得るのか。それぐらいのこと

は言ってもらわないと。どきついことを言わないと外交交渉というのは勝て

ないです。だから腹の内を、外務省はこれを売りたい。そのように言えば何

となく皆さんもわかるわけです。 

○山川部会長 よろしいでしょうか。今日は結論が出ません。 

○薬師寺委員 もう少しシャープにやらないと。なるほどということを一言言

わないと。頑張ってくださいね。 

○山川部会長 よろしければそろそろ時間ですので、結論は出ませんが、この

議題に関してはこれで終了したいと思います。 

以上をもちまして本日予定をしておりました議事は終了しましたので、事

務的な事項について事務局からお願いいたします。 

○松井参事官 次回の開催は来週になりますけれども、６月９日10時から予定

させていただいております。来週の議題でございますけれども、１つ目は

GCOM-Wに関して有識者２名からヒアリングをさせていただくことを予定して

おります。それから、技術試験衛星について開発を担当する府省からヒアリ

ングということで、そのほか中間取りまとめでまとめるべき項目について議

論をいただく予定でございます。事務局からは以上でございます。 

○山川部会長 ありがとうございます。 

 


