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Ⅷ．宇宙科学研究に関する外部評価 

外部評価対応委員会 
 JAXA では，第 2 期中期計画で「海外の有識者を適宜
活用した外部評価を実施して業務の改善等に努める」と
定め，第 2 期中期計画最終年度である 2012 年度の年度
計画にて「大学共同利用システムを基本とする宇宙科学
研究については，本中期計画期間中の成果について海外
の有識者を交えた外部評価を行う」としている．これに
基づいて，ISASの大学共同利用システムを基本とした宇
宙科学研究とそれに関連する活動等について，2012年度 

に外部評価を行った．なお，これまで旧宇宙科学研究所
時代を含め，2007 年度，2001 年度，1993 年度に外部評
価を実施している． 

 以下，表 1に外部評価委員の名簿，表 2に外部評価委
員会の活動状況を示す．また，参考として，外部評価委
員会報告書（2013年 1月）の日本語版（報告書は英語版
を正とし，日本語版はその翻訳という位置づけ）から，
前書き及びエグゼクティブサマリーを転載する． 

 

 
表 1 宇宙科学研究所 外部評価委員会 委員 

（海外委員）  

BAUMJOHANN, Wolfgang オーストリア宇宙科学研究所所長 

BONNAL, Christophe フランス国立宇宙研究センター技術局次長／シニアエキスパート 

GU, Yidong 中国科学院宇宙科学応用総局高級顧問／教授 

MINSTER, Olivier 欧州宇宙機関有人飛行局物理科学部長 

SCHRIMPF, Ron ヴァンダービルト大学教授 

SQUYRES, Steve W. コーネル大学教授 

URRY, Megan C. イェール大学物理学部長／教授 

ZARKO, Vladimir E. ロシア科学アカデミー化学動力学燃料研究所凝縮系燃焼システムラボラトリー所長／教授 

（国内委員）  

保立 和夫 東京大学大学院工学系研究科教授 

釜江 常好 東京大学名誉教授，スタンフォード大学名誉教授 

河村 洋 諏訪東京理科大学学長 

小畑 秀文 独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

室山 哲也 日本放送協会解説主幹 

岡野 章一 東北大学名誉教授，ハワイ大学天文学研究所 

相馬 芳枝 神戸大学特別顧問 

八坂 哲雄 九州大学名誉教授 
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表 2 外部評価委員会活動 

2012年 8月 

 外部評価委員に対する評価資料の送付 

2012年 9月 

 外部評価委員から事前評価書の提出 

 

外部評価委員会開催 

1日目：2012年 10月 24日（水） 

 09:30-09:40 開会の辞 小野田 淳次郎 

 09:40-10:00 メンバー紹介 藤井 孝蔵 

  委員長及び副委員長推薦  

  委員会の進行について  

 － ISAS 全体説明（130 分）－ 

 10:00-11:00 全体概要 小野田 淳次郎 

  研究系概要 中村 正人 

 11:00-11:50 宇宙科学プログラム概要 稲谷 芳文 

 11:50-12:10 2007年度外部評価報告書の対応状況 藤井 孝蔵 

 12:10-13:00 昼食  

 － ISAS 研究成果等の説明（300 分）－ 

 13:00-13:30 宇宙物理学及び天文学 満田 和久 

 13:30-14:00 太陽系科学 藤本 正樹 

 14:00-14:30 宇宙飛翔工学 森田 泰弘 

 14:40-14:45 休憩  

 14:45-15:15 宇宙機応用工学 橋本 樹明 

 15:15-15:45 学際科学 吉田 哲也 

 15:45-15:55 統計から見た活動状況 嶋田 徹 

 16:00-18:00 ポスターセッション  

 18:00 閉会  

2日目：2012年 10月 25日（木） 

 09:30-12:00 自由討議 全員 

 12:00-13:00 昼食  

 13:00-14:30 所内視察 阪本 成一 

 14:30-16:00 報告書ドラフト作成（クローズド） 全委員 

 16:00-16:10 評価講評 委員長 

 16:10-16:20 評価講評 副委員長 

 16:20-16:25 報告書（案）提出 委員長 

 16:25-16:30 謝辞・閉会の辞  

 16:30 閉会  

    

2012年 12月 

 外部評価委員から最終報告書提出 

2013年 1月 

 外部評価委員会報告書編集 

2013年 3月 

 外部評価委員会報告書 公式公表 
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外部評価委員会報告書より 

前書き 
 2003 年 10 月，旧宇宙科学研究所（ISAS），旧宇宙開
発事業団（NASDA），旧航空宇宙技術研究所（NAL）の
宇宙三機関統合により，日本の宇宙開発に責任を担う独
立行政法人である宇宙航空研究開発機構（JAXA）が誕生
し，ISAS はその一部となった． 

 独立行政法人である JAXA は，毎年度及び中期計画期
間の後に，日本政府内に設置された独立行政法人評価委
員会による評価を受ける．JAXA の中期計画では，中期
計画の最終年度までに，ISAS の活動に対して外部評価
委員会による評価を受けるよう定めている．JAXA の研
究所として最初の外部評価は，第１期中期計画期間の
2007 年に行われた．そして 2012 年度は，第 2期中期計
画期間（2008 年 4 月から 2013 年 3 月）の最終年度と
なっている． 

 ISAS の学術研究及びそれに関連する活動等につい
て，日本の宇宙科学の長期的な視野に立って評価するた
めに，小野田淳次郎宇宙科学研究所長により，ISAS の
外部評価委員会のメンバーが招集された． 

 評価の最初のステップとして，ISAS は「宇宙科学研
究所の活動報告書」を準備し，外部評価委員会に他の関
連文書と共に提出した．外部評価委員会は，報告書は適
切に書かれ，評価に役立つと判断した．外部評価委員会
の各メンバーは，活動報告書を点検し，事前に E-mail で
評価書を提出した． 

 そして 2012 年 10 月 24 日と 25 日の二日間にわた
り，JAXA 相模原キャンパスにおいて外部評価委員会が
開催された．日本国内から 8 名，海外から 8 名の全 16 名
の委員全員が出席した． 

 ISAS 所長による開会の辞の後，委員会は評価方法に
ついて議論した．続いて，ISAS の代表が，現在の研究
活動の内容とその成果，将来計画，そして ISAS のいく
つかの統計情報についてプレゼンテーションを行い，委
員からの質問に答えた． 

 外部評価委員会は二日目も評価作業を継続し，相模原キ
ャンパスの施設視察も行った．二日目の朝には，委員会か 

ら一日目に出された質問に対して ISAS から回答が行われ
た．委員会は，いくつかのサブグループに分かれ，「エグゼ
クティブサマリー」と「意見および勧告」の一次案作成に
取り組んだ．そして後日，全委員からの意見を集めた上で，
評価報告書の最終案を調整することを合意した． 

 エグゼクティブサマリーに対する委員からの意見は
11 月末までに集められ，副委員長がまとめた原案に反
映された．この修正された原案は，全委員及び ISAS の
主要なメンバーに回覧され，外部評価報告書英語版が完
成した． 

 外部評価報告書日本語版は，英語版の翻訳として ISAS 

によるドラフトが作成され，日本人委員による査読を経
て，最終版が完成した． 

 

 日本の宇宙理学及び宇宙工学の中心組織として，旧宇
宙科学研究所時代を含めて ISAS は，その始まりから，
世界レベルのオリジナリティの高い理学研究及び工学研
究を行ってきた．真に興味深い宇宙プロジェクトの仕事
は，困難とリスクを伴う．このような使命に取り組むに
は，勇気が必要である．しかし，リスクある困難な仕事
であっても，強い責任感を持ち取り組まないと，仕事は
ルーチン化し，陳腐化しかねない．外部評価委員会は，
ISAS が長年に渡り輝かしい記録を積み上げることを支
えてきたものが，いくつかの変化にさらされているよう
に感じた．ISAS の職員は，常にプライドと責任感を持
って，必要な役割を果たしてきた．ISAS が JAXA の一
員として，これまでの素晴らしい実績を将来さらに発展
させることを，外部評価委員会は心から期待する． 

 

2013年 1月 

 

外部評価委員会 

 

            委員長   八坂哲雄    

副委員長  メグ ユーリィ 

 

 

エグゼクティブサマリー
1. 成果 

 

 ISAS の成果は，絶対的に見ても世界中の研究者との
比較においても，非常に高いレベルにある．この結論は，
次の点から裏付けられている． 

（a）理学及び工学論文の高い生産性 

（b）世界を主導する多数の競争力あるミッション 

（c）日本主導による国際協力の拡大 

 

2. ボトムアッププロセスと大型ミッション 
 

 プロジェクト遂行のために大学共同利用による ISAS

の長年のボトムアッププロセスの成功は特筆すべきであ
る．これにより ISAS は，日本の宇宙科学において最適
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な研究目標を設定するよう導かれている．同時に，理学
的及び工学的な課題を予見し軽減させるような専門的知
識を求めるトップダウンアプローチも効果的であるよう
に思われる．いずれにしても，ISAS の固定的な（ある
いは減少しつつある）予算は打上げ機会の減少を意味す
るため，大規模な大型ミッションは難題となるであろう．
いかなる場合でも，新規の活動やミッションが，最も高
い科学的優先度や実現可能な技術を確実に反映するため
には，理学と工学グループのより密接な協力が必要であ
る． 

 

3. 大学共同利用システム－さらなる向上 
 

 ISAS は宇宙科学分野の共同研究における大学共同利
用モデルを切り拓いてきた．これは，できる限り多くの
アイデアを集約するボトムアッププロセスにおいて，多
くの教授や学生たちの宇宙プロジェクトへの参画をもた
らした． 

（a）事実上利用可能な人的資源を考慮すると，現在
ISASで実行されている任務の多くは，大学の研究
者によってはるかに高度なレベルで責任を持つ形
で実行できるだろう．その他の多くの利点の中で
も，マンパワーの減少をいくらかでも補う利点が
ある． 

（b）ISASと協力して活動を行っている大学研究者は，
ISASのために働いていると見なされてしまい，そ
の協力について所属元の大学に十分に認識されて
いないケースがある．この大学共同利用のスキー
ムを成功裏に進めるならば，大学からの対等な協
力が必要なのは明らかである． 

 

4. 国際協力 
 

 ISAS はこれまで，すばらしい国際協力の伝統を確立
しており，日本のリーダーシップは益々重要となってい
る．ISAS の ESA や NASA のプロジェクトへの参加，
およびその逆の形態の協力は，国際的な宇宙科学におけ
る日本の卓越した役割を証明している．国際的な立案プ
ロセスを効果的にするためには，日本の優先事項や日本
が重点を置く項目について，ISAS と ESA や NASA 等
との二国間協議を進めることが重要である． 

 

5. インターナショナルトップヤング 
フェローシッププログラム 

 

 ISAS のインターナショナルトップヤングフェローシ
ッププログラムは，非常に成功している．これは ISAS に
才能あふれる科学者をもたらし，研究所としての科学的
な生産性を高め，より多くの訪問者や交流を通じた ISAS 

の国際的な認知度を高めている．これは日本の宇宙理学

及び宇宙工学の国際化において，極めて費用対効果の高
い方策となっている． 

 

6. 外部研究資金 
 

 ISAS は例えば日本学術振興会（JSPS）といった外部
研究資金を効果的に獲得してきた．しかしながら，世界
トップレベル研究拠点プログラム（WPI）のような大型
助成金は，より大学向けのものとなっている．もし ISAS 

と密接に協力している大学がそのような主要な助成プロ
グラムに選定されれば，ISAS もまた間接的に恩恵を受
けるだろう． 

 

7. パブリックアウトリーチ― 
一般市民にストーリーを語る 

 

 ISAS はこの数年で一般の認知度を大きく増加させて
きたが，それでもなお，さらに ISAS の活動を一般市民
に見せる必要性は残されている．実際の宇宙科学プロジ
ェクトがどのように進められているのかを目に見えるよ
うにすることは，一般市民にとって興味深く，かつ有益
であろう．我々は，ISAS がこのような話題を一般市民
に伝えることを検討するよう提案する．それにより一般
市民の宇宙科学に関する幅広い理解を増進するととも
に，資金がいかに注意深く，かつ厳しい選定の上で使用
されているか，納税者に理解されるだろう．そのために，
内部委員会の審議を公開できるようにすることも考える
べきかもしれない． 

 

8. 予算と研究者数の減少 
 

 2007 年度の報告書では，実質予算が着実に減少して
いることが主要な懸念事項であると指摘されていた．
我々もその懸念を繰り返す．さらに，JAXA 他部門への
参画によって，事実上の ISAS の研究者数はますます減
少している．これら 2 つの流れが組み合わさり，進行中
のミッション成功や打上げ後の研究実施に対して，現在，
重大なリスクを及ぼしている． 

 

9. 上位組織との関係 
 

 JAXA 他部門，文部科学省（MEXT），日本政府組織と
の ISAS の関係について，我々委員会メンバーは完全に
は理解できない部分が残った．その一つの理由は，個々
の事業体の役割と人員に重なりがあるためである． 

 ISAS の実績はすでに極めて高いことを認めるが，他組
織との関係を明確にすることは様々な面で価値があると
思われる．我々は宇宙開発や宇宙利用の体制の大きな改革
が，この確立した成功レベルを危険にさらさないか懸念し
ている．我々は惑星ミッションの実行における，ISAS と
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月探査グループとの役割を明確にするよう勧める． 

 

10. JAXA における ISAS 
 

 ISAS は，JAXA 全体の制度である，多様な任務を通じ
た新人職員の人事ローテーションを行うよう，これまで
以上に求められている．これは一般的には多くの長所が
あるが，これまでの成功例が示すように，専門知識が必
要となるプロジェクトにはダメージを与える可能性があ
る．日本では，人事ローテーションが政府機関や主要な
企業で一様に行われている．ISAS において，人事ロー
テーションのようなスキームを強いることは，少数の人
材（場合によっては唯一の人材）によって維持されてき
た鍵となる専門知識をいとも簡単に失わせてしまう．プ
ロジェクトの成功を確実なものとするためには，経験豊
富な専門家，技術者及び科学者が必要不可欠である． 

 大学院生を教育する ISAS の役割は，JAXA 全体の若
手技術者や科学者の育成・教育に拡大することができる．
具体例としては，若手研究者が宇宙プロジェクトの手順
を最初から最後まで学ぶことができる科学気球や観測ロ
ケットがある．JAXA の異なる部門間で重複している基

礎研究分野が存在する研究開発については JAXA レベル
で項目ごとの適切な担当者を見つけ出し，ISAS は JAXA 

を代表して基礎研究を実行する役割を担うべきである． 

 

11. 結び 
 

 外部評価委員会は，ISAS が，その意思決定やマネジ
メント，及び大学との協力における海外では他に類を見
ないシステムによって，その創設以来，理学と工学の両
面において世界レベルの独創的な研究を続けてきている
と評価する．そのシステムは，いかなる変化の基におい
ても，親組織である JAXA のもとで今日において何より
も継続・発展すべきものである．外部評価委員会は，ISAS 

が宇宙プログラムを進めるにあたり，高水準の実績を上
げ続ける多くの要因と同時に，すでに確立されている世
界有数の宇宙科学機関であるとの名声をさらに高める要
素を見いだした．外部評価委員会は，ISAS 職員の専門
的知見と献身によって，これまでの輝かしい業績をさら
に発展させ，宇宙科学の驚異の世界を明らかにし，全て
の人類に恩恵をもたらすことを期待する. 
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