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1. 目的と組織
 宇宙科学研究所（ ISAS）は宇宙航空研究開発機構
（JAXA）の中にあって，宇宙科学研究を推進する我が国
の中核機関として，大学等の機構外の研究機関と協力し
て宇宙科学研究を遂行している．ここで宇宙科学研究と
は，大気の上層部あるいは大気外に出ることで実現可能
となる科学研究領域，および，そのような研究活動を可
能とするための研究と定義される．従って，宇宙空間に
出ることで可能となる理学的研究，工学的研究，さらに
これらを可能とするための地上研究を含む総合的な研究
である．ISASは，JAXAへの統合以前から有していた大
学共同利用の仕組みを維持・発展させ，研究所の意思決
定に反映するとともに，その枠組の中で宇宙科学プロジ
ェクトを実施し，同時に，研究領域の育成，宇宙科学プ
ロジェクトの育成と立ち上げを行なっている．また，大
学等と等質な研究を行う研究機関として，自ら宇宙科学
の学術研究を実施している． 

 宇宙科学プロジェクトとしては，JAXA が主体となっ
て開発する宇宙機（衛星および探査機）プロジェクト（4

機の開発と 6機の運用中のプロジェクト）に加えて，観
測ロケット・大気球・国際宇宙ステーション（ISS）をプ
ラットホームとする宇宙実験や，再使用観測ロケットの
開発等の所内プロジェクトを実施している．さらに，今
年度は海外機関が主体の宇宙科学プロジェクトへの参加
を充実させることによって，様々な機会を利用した宇宙
科学研究を実現する試みを始めている． 

 ISASの研究およびプロジェクトの実行組織は，大きく
分けて研究系，専門技術グループ，実験室，プロジェク
トチーム，プロジェクト立ち上げ及び実施支援組織，さ
らにこれら全ての活動を支える実務組織からなる．大学
共同利用の理念に基づいて，宇宙科学研究所長の諮問機
関として研究所の大きな意思決定を諮問する運営協議会
および，研究の方向性を議論しプロジェクトの選定に関
与する宇宙理学委員会，宇宙工学委員会，宇宙環境利用
科学委員会の三研究委員会を設置している．これらは， 

外部の研究者を約半数含む外部に開いた協議会および研
究委員会であり，大学共同利用による宇宙科学研究の推
進に重要な役割を果たしている．特に新たな宇宙科学プ
ロジェクトの立ち上げをめざすワーキンググループ組織
は三研究委員会の下に置かれており，競争的環境の中で
研究開発を行なっている． 

 5つの研究系からなる ISASの研究系は主に教育職から 

なる組織である．宇宙科学の学術研究を自ら行うことを
主な目的としており，新たな宇宙科学研究の可能性を拓
く萌芽的な研究，将来の宇宙科学研究を創出する先端的
な研究，宇宙科学プロジェクトの実験・観測の結果に基
づいた学術研究等の様々な研究を，宇宙科学の大目標を
念頭においた上で，研究者の自由な発想に基づいて行っ
ている．研究系に所属する研究者は，新たな宇宙科学プ
ロジェクトを創出するワーキンググループ活動，宇宙科
学プロジェクトの実施の中核メンバーとしても活動して
いる． 

 専門技術グループは宇宙科学プロジェクトの実施に必
要な技術開発を行うグループと宇宙科学プロジェクトを
支える基盤的な活動を行う組織からなる．開発中の宇宙
機プロジェクトを専門技術から支えるとともに，将来の
プロジェクトに必須となる機器の開発も行なっている． 

 宇宙機プロジェクトについては，それぞれに対して時
限的なプロジェクトチームが定義されて，開発と運用に
あたっているが，観測ロケット・大気球・ISS による宇
宙実験については，定常的な実行組織である実験室がそ
れぞれ定義されて実験の実施主体となっている． 

 宇宙機プロジェクトの立ち上げ活動，プロジェクトの
開発を支援する組織として，宇宙科学プログラム・オフ
ィス，SE推進室の 2つの組織があり，それぞれ，システ
ムズエンジニアリング，プロジェクト・マネージメント
の観点から支援を行なっている．信頼性・品質保証の観
点からは，S&MA (Safety and Mission Assurene) 総括が直
接所長を補佐している． 

 

2. 沿 革
 2003 年 10 月１日に，それまで我が国における宇宙及
び航空の分野において独自に研究活動を行ってきた宇宙
科学研究所，宇宙開発事業団，航空宇宙技術研究所の３
機関の力を結集し，宇宙科学研究，宇宙開発及び航空科
学技術を一段と効率よく効果的に推進する体制を構築す
るため，これらの機関を統合し，宇宙航空研究開発機構 

（JAXA）という単一の機関が独立行政法人として設立さ
れた．JAXA の中で，大学共同利用の機能を実体的に担
い宇宙科学の発展及び大学院教育に資する部門として，
当初宇宙科学研究本部が設置されたが，2010年 4月 1日
より宇宙科学研究所に名称が変更された． 

 日本の宇宙開発の端緒は，東京大学生産技術研究所内
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に結成された AVSA 研究班が 1955 年に行ったペンシル
ロケットの発射実験により開かれた．その後東京大学航
空研究所（1918 年に東京帝国大学航空研究所として設
置，1946～1958 年東京大学理工学研究所，1958 年より
東京大学航空研究所）と，東京大学生産技術研究所観測
ロケット関係部門が母体となり，「宇宙理学・宇宙工学及
び航空の学理及びその応用の総合研究」を行う目的で
1964年には，東京大学宇宙航空研究所が設置された． 

 以来，飛翔体に関連した宇宙工学の研究開発並びに宇
宙理学研究は，宇宙航空研究所を中心とし，国公私立大
学等多くの機関の研究者の協力の下に，自由な発想に基
づく一貫した研究プロジェクトとして進められ，1970年
に我が国初の人工衛星「おおすみ」を打上げるなど多大
の成果を収めた．このような宇宙航空研究所を中心とし
た我が国の宇宙理学・宇宙工学研究の発展を踏まえ，1981

年に東京大学宇宙航空研究所を発展的に改組し，文部省
（当時）宇宙科学研究所が大学共同利用機関として設立さ
れた．文部省宇宙科学研究所の目的は，「宇宙理学・宇宙
工学の学理及びその応用研究を行うとともに，この研究
に従事する国公私立大学の教員等の利用に供する．また，
国公私立大学の要請に応じ，大学院における教育に協力
する」ことである．その後 2003 年に，前述のように宇
宙科学研究，宇宙開発及び航空科学技術を一段と効率よ
く効果的に推進する体制を構築するため JAXA が設立さ
れ，JAXA の中で大学共同利用の機能を実体的に担い宇
宙科学の発展及び大学院教育に資する部門として，JAXA

宇宙科学研究本部（現 JAXA 宇宙科学研究所）が設置さ
れた． 

 JAXA の研究開発組織は，当初は宇宙基幹システム本
部，宇宙利用推進本部，総合技術研究本部，宇宙科学研 

究本部の 4本部が設置され，その後，数次の組織改正や
名称変更を経て，2010年 4月からは，宇宙輸送ミッショ
ン本部，宇宙利用ミッション本部，有人宇宙ミッション
本部，研究開発本部，宇宙科学研究所，航空プログラム
グループ，月・惑星探査プログラムグループ，情報収集
衛星システム開発グループの８部門となっている．なお，
2015年 4月 1日からは，JAXAの国立研究開発法人化等
の政策的な枠組みに対応し「プロジェクト」に加え「研
究開発」という新たな柱を立てることなどを背景として，
第一宇宙技術部門，第二宇宙技術部門，有人宇宙技術部
門，宇宙科学研究所，航空技術部門，研究開発部門，宇
宙探査イノベーションハブの７部門とされることが決ま
っている． 

 その中で宇宙科学研究所は，宇宙科学の発展及び大学
院教育の中枢を担う研究所として位置づけられている．
文部科学大臣から提示される中期目標に従い，「研究者の
自主性を尊重した独創性の高い宇宙科学研究」と「衛星
等の飛翔体を用いた宇宙科学プロジェクトの推進」をと
もに重点的に推進している．前者は，研究者が個人ある
いはグループを作って行う研究で，萌芽的な性格のもの
であり，後者は，科学衛星プロジェクトに代表される研
究で，衛星の開発からデータ解析，成果の公表までの一
連の作業を含む活動である．これらは，文部科学省宇宙
科学研究所で行われてきた研究活動を大筋で踏襲したも
のとなっている．なお，宇宙科学研究所内の研究部門は，
JAXA 設立当初 11 研究系及び 4 センターであったが，
2012年 2月に，宇宙物理学研究系，太陽系科学研究系，
学際科学研究系，宇宙飛翔工学研究系，宇宙機応用工学
研究系の 5研究系に再編された． 

 

 

3. 設置目的
 独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）は，大学
との共同等による宇宙科学に関する学術研究，宇宙科学
技術（宇宙に関する科学技術）に関する基礎研究及び宇
宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星の開発，打上
げ，追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を，宇宙
基本法の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっと
り，総合的かつ計画的に行うとともに，航空科学技術に
関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びに
これらに関連する業務を総合的に行うことにより，大学
等における学術研究の発展，宇宙科学技術及び航空科学
技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図
ることを目的としている．なお，JAXAは，平成 27年 4

月 1日をもって国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
となることが決定している． 

 JAXA 宇宙科学研究所の設置目的は，その前身である
文部科学省宇宙科学研究所の大学共同利用機関の機能を 

大学共同利用システムとして継承し，全国の大学や研究
機関に所属する関連研究者との有機的かつ多様な形での
共同活動を行う研究体制を組織して，科学衛星・探査機
による宇宙科学ミッション，大気球・観測ロケット，小
型飛翔体等による小規模ミッション，宇宙環境を利用し
た科学研究，将来の宇宙科学ミッションのための観測技
術等の基礎研究を推進することである．研究に従事する
全国の国公私立大学その他の研究機関の研究者に宇宙科
学研究所の実験施設・設備を利用させることを行ってい
る．また，国公私立大学の研究者や外国人研究者を客員
の教授，准教授等として迎えている．さらに，大学院教
育としては国公私立大学の要請に応じ，当該大学の大学
院における教育に参加・協力することになっており，こ
のことを通じて，この分野の後継者の育成にあたってい
る． 
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4. 宇宙開発体制
 宇宙開発利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するため，宇宙基本法第 25 条に基づき，内閣に宇宙開
発戦略本部が設置されている．また，内閣総理大臣の諮
問に応じて宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項
を調査審議するため，内閣府設置法第 38 条に基づき，
内閣府に宇宙政策委員会が設置されている．宇宙開発戦
略本部は，宇宙基本法第 24 条に基づき，宇宙開発利用
に関する基本的な計画（宇宙基本計画）を作成する．こ
の宇宙基本計画（平成 25年 1月 25日決定）において，
JAXA は政府全体の宇宙開発利用を技術でささえる中核
的な実施機関に位置付けられるとともに，宇宙科学等の
フロンティアは３つの重点課題のひとつとして位置付け
られている． 

 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法（JAXA 法）第
19条において主務大臣は，宇宙基本計画に基づいた中期
目標を定めることとされ，JAXA は，独立行政法人通則
法第 30 条において当該中期目標を達成するための中期
計画を作成し，主務大臣の認可を受けることとされてい
る．また，JAXA法第 20条において，文部科学大臣は，
宇宙科学に関する学術研究及びこれに関連する業務に係
る部分について中期目標を定め，又は変更するに当たっ
ては，研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性へ
の配慮をしなければならないとされている．なお，新た
な宇宙基本計画が平成 27 年 1 月 9 日に決定されるとと
もに，JAXA法が，平成 27年 4月 1日をもって国立研究
開発法人宇宙航空研究開発機構法として施行されること
が決定している． 

 平成 25年 3月 29日に認可された第三期中期計画のう
ち，宇宙科学研究に特に関連する事項は以下のとおりで
ある． 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

「独立行政法人宇宙航空研究開発機構の中期目標を達成
するための計画（中期計画）（平成 25年 4月 1日～平成
30年 3月 31日）」【抜粋】 

 

Ｉ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

２．将来の宇宙開発利用の可能性の追求 

（1）宇宙科学・宇宙探査プログラム 

 人類の知的資産及び我が国の宇宙開発利用に新し
い芽をもたらす可能性を秘めた革新的・萌芽的な技術
の形成を目的とし，宇宙物理学，太陽系科学，宇宙飛
翔工学，宇宙機応用工学及び学際科学において，長期
的な展望に基づき，また，一定規模の資金を確保しつ
つ，我が国の特長を活かした独創的かつ先端的な宇
宙科学研究を推進し，世界的な研究成果をあげる． 

 また，多様な政策目的で実施される宇宙探査につ 

いて，政府の行う検討の結果を踏まえて必要な措置
を講じる． 

① 大学共同利用システムを基本とした学術研究 

 宇宙科学研究における世界的な拠点として，研
究者の自主性の尊重，新たな重要学問分野の開拓
等の学術研究の特性に鑑みつつ，大学共同利用シ
ステム※を基本として国内外の研究者の連携を強
化し，宇宙科学研究所を中心とする理学・工学双
方の学術コミュニティーの英知を結集し，世界的
に優れた学術研究成果による人類の知的資産の創
出に貢献する．このために， 

宇宙の起源とその進化についての学術研究を行
う宇宙物理学， 

太陽，地球を含む太陽系天体についての学術研
究を行う太陽系科学， 

宇宙飛翔技術及び宇宙システムについての学術
研究を行う宇宙飛翔工学， 

宇宙機技術，地上システム技術，及びその応用
についての学術研究を行う宇宙機応用工学， 

宇宙科学の複数の分野にまたがる，又は宇宙科
学と周辺領域にまたがる学際領域，及び新たな
宇宙科学分野の学術研究を行う学際科学 

 の各分野に重点を置いて研究を実施するととも
に，将来のプロジェクトに貢献する基盤的取組を
行い，また，人類の英知を深めるに資する世界的
な研究成果を学術論文や学会発表等の場を通じて
提供する． 

 また実施にあたっては，新たなプロジェクトの
核となる分野・領域の創出，大学連携協力拠点の
強化，大学研究者の受入促進，及び人材の国際的
流動性の確保により，最先端の研究成果が持続的
に創出される環境を構築する． 

※ 大学共同利用機関法人における運営の在り方を参
考にし，大学・研究所等の研究者の参画を広く求
め，関係研究者の総意の下にプロジェクト等を進
めるシステム 

② 宇宙科学・宇宙探査プロジェクト 

 大学共同利用システム等を通じて国内外の研究
者と連携し，学問的な展望に基づいて科学衛星，
国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置及び小型飛
翔体等を研究開発・運用することにより，①に掲
げた宇宙物理学，太陽系科学，宇宙飛翔工学，宇
宙機応用工学及び学際科学の各分野に重点を置き
つつ，大学共同利用システムによって選定された
プロジェクトを通じて，我が国の独自性と特徴を
活かした世界一級の研究成果の創出及びこれから
を担う新しい学問分野の開拓に貢献するデータを
創出・提供する．その際，宇宙探査プロジェクト
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の機会も有効に活用する． 

 また，探査部門と宇宙科学研究所（ISAS）でテ
ーマが重なる部分に関しては，機構内での科学的
な取組について ISAS の下で実施するなど，適切
な体制により実施する． 

 具体的には，以下に取り組む． 

ア．科学衛星・探査機の研究開発・運用 

 （a）磁気圏観測衛星（EXOS-D） 

 （b）磁気圏尾部観測衛星（GEOTAIL） 

 （c）X線天文衛星（ASTRO-EⅡ） 

 （d）小型高機能科学衛星（INDEX） 

 （e）太陽観測衛星（SOLAR-B） 

 （f）金星探査機（PLANET-C） 

 （g）水星探査計画/水星磁気圏探査機 

   （Bepi Colombo/MMO） 

 （h）次期Ｘ線天文衛星（ASTRO-H） 

 （i）惑星分光観測衛星 

 （j）ジオスペース探査衛星（ERG） 

 （k）小惑星探査機（はやぶさ２） 

に係る研究開発・運用について国際協力を活用しつつ
行うとともに，将来の科学衛星・探査機や観測機器に
ついて，国際協力の活用及び小規模プロジェクトでの
実施も考慮しつつ，研究を行う．これらのうち，金星
探査機（PLANET-C）については金星周回軌道への投
入を目指し，次期 X線天文衛星（ASTRO-H: 宇宙の進
化におけるエネルギー集中と宇宙の階層形成の解明を
目指す．），惑星分光観測衛星（極端紫外線観測による
惑星大気・磁気圏内部と太陽風相互作用の解明を目指
す．），ジオスペース探査衛星（ERG: 放射線帯中心部
での宇宙プラズマその場観測による相対論的電子加速
機構の解明を目指す．）及び小惑星探査機（はやぶさ２: 

C 型小惑星の探査及び同小惑星からの試料採取を目指
す．）については打上げを行う．また，水星探査計画／水
星磁気圏探査機（Bepi Colombo/MMO）については，海
外の協力機関に引き渡し，打上げに向けた支援を行う． 

イ．国際宇宙ステーション（ISS）搭載装置及び小型飛翔
体等に関する研究 

 ア．に加え，多様なニーズに対応するため，国際宇
宙ステーション（ISS）搭載装置や小型飛翔体（観測ロ 

ケット及び大気球）による実験・観測機会を活用する
とともに，再使用観測ロケットや革新的な気球システ
ムの研究などの小型飛翔体を革新する研究を行う． 

ウ．観測データや回収サンプル等の蓄積・提供 

 宇宙科学プロジェクト及び宇宙探査プロジェクトに
おける観測データや回収サンプル及び微小重力実験結
果などの科学的価値の高い成果物については，将来に
わたって研究者が利用可能な状態にするためのインフ
ラ整備を引き続き進め，人類共有の知的資産として広
く世界の研究者に公開する． 

 「はやぶさ」，「はやぶさ２」及び「かぐや」を通じ
て得られた取得データについては，宇宙科学研究等の
発展に資するよう提供するとともに，将来の宇宙探査
等の成果創出に有効に活用する． 

エ．多様な政策目的で実施される宇宙探査 

 多様な政策目的で実施される宇宙探査については，
有人か無人かという選択肢も含め費用対効果や国家戦
略として実施する意義等について，外交・安全保障，
産業競争力の強化，科学技術水準の向上等の様々な観
点から，政府の行う検討の結果を踏まえて必要な措置
を講じる．その検討に必要となる支援を政府の求めに
応じて行う． 

４．横断的事項 

（6）人材育成 

 宇宙航空分野の人材の裾野を拡大し，能力向上を
図るため，政府，大学，産業界と連携し，大学院教
育への協力や青少年を対象とした教育活動等を通じ
て外部の人材を育成するとともに，外部との人材交
流を促進する． 

① 大学院教育 

 先端的宇宙航空ミッション遂行現場での研究
者・技術者の大学院レベルでの高度な教育機能・
人材育成機能を継承・発展させるため，総合研究 

大学院大学，東京大学大学院との協力をはじめ，
大学共同利用システム等に基づく特別共同利用研
究員制度及び連携大学院制度等を活用して，機構
の研究開発活動を活かし，大学院教育への協力を
行う． 
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表 1 日本の宇宙開発体制 

表 2 宇宙関係政府予算 

内　　閣

内 閣 官 房

内　閣　府

文部科学省

総　務　省

経済産業省

宇宙開発戦略本部（事務局：内閣府）

総合科学技術会議

宇 宙 政 策 委 員 会

科学技術・学術審議会

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

1966（昭和41）
1967（　　42）
1968（　　43）
1969（　　44）
1970（　　45）
1971（　　46）
1972（　　47）
1973（　　48）
1974（　　49）
1975（　　50）
1976（　　51）
1977（　　52）
1978（　　53）
1979（　　54）
1980（　　55）
1981（　　56）
1982（　　57）
1983（　　58）
1984（　　59）
1985（　　60）
1986（　　61）
1987（　　62）
1988（　　63）
1989（平成元）
1990（　　 2）
1991（　　 3）
1992（　　 4）
1993（　　 5）
1994（　　 6）
1995（　　 7）
1996（　　 8）
1997（　　 9）
1998（　　10）
1999（　　11）
2000（　　12）
2001（　　13）
2002（　　14）

148.9
154.5

1084.7
1050.0

1020.1
994.6

959.6
949.1

880.2
770.4

574.7
365.6

240.8

92.3
73.3
58.6
39.6

1776.6
1621.6

1549.9
1417.8

1219.2
1173.8

1125.4
1129.5
1133.9

1894.0

2285.0
2312.4

2474.2
2439.2

2175.0
2017.0

2510.4
2781.4

2905.3
2675.3

宇宙科学研究所
宇宙開発事業団
その他

JAXA その他

１．年度当初の予算を掲げてある．（単位：億円）
２．各年度の右端の数字は，その年度の宇宙関係政府予算
を示す．

３．グラフの（　）内の数字は，その年度の宇宙関係予算
に対する割合を示す．

４．数値については，宇宙科学研究所は昭和45年から，宇宙
開発事業団は昭和48年から掲げてある．

５．平成21年度より宇宙基本法の分類に基づく宇宙関係
予算

昭和55年までは東京大学

昭和43年度までは宇宙開発
推進本部、昭和44年度は同
本部及び宇宙開発事業団の計

2003（　　15）
2004（　　16）
2005（　　17）
2006（　　18）
2007（　　19）
2008（　　20）
2009（　　21）
2010（　　22）
2011（　　23）
2012（　　24）
2013（　　25）
2014（　　26）

（旧ISAS分）
1673.3
1591.3
1541.4
1529.3

177.9
201.0
223.1
271.7

2844.8
2724.3

2602.6
2514.5

993.6
932.0

838.1
713.5

993.6
932.0

838.1
713.5

1629.5208.6 2532.8694.7694.7
150.7 1724.1 2606.5731.7731.7

1761.4163.1 1563.21563.2 3487.7
1601.1198.9 1589.61589.6 3389.7

1577.4
1529.8

148.6
190.3

1322.91322.9
1259.41259.4

3048.9
2979.5

1479.1145.6
196.2 1348.3

1593.71593.7 3218.4
32381693.51693.5
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