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そもそも基本法とは何か？

憲法

基本法

法律

命令

国としての理念や行動指針に
関する法律。
国家の組織や統治の基本原
理・原則を定める根本規範

国政に重要なウェイトを占める
分野について国の制度、政策、
対策に関する基本方針・原則・
準則・大綱を明示したもの

国民の具体的な権利・義務を
明らかにし、国としての行動細
目を決め、裁判規範として機能



制定前の日本の宇宙政策の枠組み
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宇宙開発委員会 産業構造審議会総合科学技術会議

宇宙開発利用専門調査会 JAXA 航空機宇宙産業分科会

総務省

総合的・基本的な科学技術
政策の企画立案・総合調整

宇宙産業の競争力強化、
国民生活の質向上に向け
た宇宙開発・利用を検討

衛星、ロケットの
開発、有人宇宙
活動、教育など

宇宙産業について
調査・審議

通信・放送に
かかわる宇
宙分野の研
究開発

総合科学技術会議の答申・意見具申を政策に反映

諮問

設置 意見

答申
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理事長人事に同意
長期計画の帰結

設置

報告



制定後の宇宙開発体制

NHK



宇宙開発を巡る最近の情勢

 ISSの運用終了迫る

 中国による有人宇宙機の打上

 ESAはソユーズ打上を可能に

 日本、かぐや・はやぶさによる探査成功

 インド、格安月探査機打上

 中国、月探査機打上、後続計画も進行中

 民間有人宇宙機の実運用に向けた開発進む



政治家として、政党として、
日本の宇宙開発をどのように導きますか？





宇宙基本法の制定により、
今後の日本の宇宙開発は活性化するので
しょうか？産業として成り立つのでしょうか？
学生達の就職はどうなりますか？



日本の理工学教育の問題点

 理工系に対する生徒の関心の減少
 経済協力開発機構（OECD）が実施する国際学
習到達度調査（PISA）で下がり続ける日本の順
位。

 科学への興味・関心が57ヶ国中最低。

 応用や活用に必要な能力の育成が急務。



現代の理工学の担い手

 製品が高度化・洗練化され、壊れにくくなるに
従い、その製品を作る技術を理解するユー
ザーが減少する。

 高度に洗練された製品を使っていても、中身
はブラックボックス。

 理工学系への進学者は、現代の複雑な理工
学製品の担い手として、社会を支えていかね
ばならない！！

君は携帯電話、
つくれますか？



求められる対応策

 教育改革
 「知識の量」に留まらず、「知識の活用」を育てる教育
の実践。

 「マニュアル化された問題設定」から「応用的な問題設
定」へ （問題解決能力の育成だけでなく問題発見能
力を育成する）。

 教員の理科離れ対策。

 意識改革
 日本における理工系分野の重要性の認識。

 社会の一員としての自負・自覚の育成。
（社会は与えられた場ではなく自分達が作り守っていく
もの）



UNISEC

 人材育成
私たちは、学生だけでなく、この活動に貢献するすべての人が成
長できる場を作ります。支援する側と支援される側が、思いやりを
もって協働する中で、刺激しあい、智恵を出し合い、共に成長して
いきます。

 技術開発
私たちは、未来を切り開くための技術開発に挑戦します。 常識や
前例に縛られない学生ならではのアイディアと実行力を大事にし、
切磋琢磨していくことにより、小型衛星とロケット分野における技
術シーズの発掘とニーズの創出を目指します。

 アウトリーチ
私たちは、宇宙開発をより多くの人に知ってもらうための橋渡しを
します。大学・高専の学生の活動を通して、宇宙技術開発の生の
姿を伝え、また、より多くの人が開発に参加できるような道を模索
します。また、大学・高専が各地域に分散している利点を生かし、
それぞれの地域に根ざした、草の根的な活動を展開していきます。



学生による超小型衛星(2003年打上）と

撮影画像

東大 XI-IV

秋田大・和歌山大学生による
サウンディングロケットの打上



Japanese Rocket launch sites

Japanese Public launch sites
Uchinoura launch site

Tanegashima launch site

There are some problems for students use….



Japanese Rocket launch sites

Japanese Private launch sites

2000～
Taiki-cyo launch site

2005～
Noshiro launch site



Vast flat field
 The size of this field is about 3 km ×500m.

And the neighborhood of the site is 
surrounded by the pine grove ,500m in 
width. 

3km

500m

500m

500m

Noshiro Testing Center

Student rockets
Launch site





教育としての日本の学生宇宙活動、
ソフトパワーとしての日本の宇宙教育の
今後に関して、コメント・御意見をお聞か
せ下さい。



会場のみなさんからの質問受付
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