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（別添２）評価軸及び関連指標 

 

中長期目標の項目 評価軸 備考（関連する評価指標、モニタリング指標） 

３．宇宙政策の目標達成に向け

た宇宙プロジェクトの実

施 

3.1. 準天頂衛星システム等 

3.2. 海洋状況把握・早期警戒機

能等 

3.3. 宇宙状況把握 

3.4. 宇宙システム全体の機能

保証強化 

3.5. 衛星リモートセンシング 

3.6. 宇宙科学・探査 

3.7. 国際宇宙探査 

3.8. ISS を含む地球低軌道活動 

3.9. 宇宙輸送システム 

3.10.衛星通信等の技術実証 

【多様な国益への貢献；安全保

障の確保】 

 

○我が国の安全保障の確保に貢

献する取組の立案・検討・マネ

ジメントは適切に進められた

か。それに伴う成果が生まれ

ているか。 

 

（主に 3.1～3.4 項） 

＜評価指標＞ 

（成果指標） 

○安全保障の確保に係る取組の成果 

（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 

○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 

（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○安全保障機関等の外部との連携・協力の状況 

 

＜モニタリング指標＞ 

（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 

（例：データ提供数・達成解像度等） 

（マネジメント等指標） 

○安全保障機関等の外部との連携・協力の状況 

（例：協定・共同研究件数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況（例：受託件数等） 

 

資料２-３ 

 

変更点： 

①「中長期目標の項目」について、新宇宙基本計画に合わせた項目名・項目順に変更 

②「評価軸」について、Ⅲ.3及びⅢ.4項に係る評価軸を新宇宙基本計画の政策目標の構成に合わせた評価軸に変更 

  変更前の評価軸：３軸；【安全保障の確保及び安全・安心な社会の実現】【宇宙利用拡大と産業振興】 

                         【宇宙科学・探査分野における世界最高水準の成果創出及び国際的プレゼンスの維持・向上等】 

  変更案の評価軸：５軸；【多様な国益への貢献；安全保障の確保】【多様な国益への貢献；災害対策・国土強靱化や地球規模課題の解決への貢献】 

             【多様な国益への貢献；宇宙科学・探査による新たな知の創造】【多様な国益への貢献；宇宙を推進力とする経済成長と

イノベーションの実現】【産業・科学技術基盤を始めとする我が国の宇宙活動を支える総合的基盤の強化】 

 併せて、対応する主な項目とモニタリング指標の成果指標例を修正 

③H30、H31 年度評価を踏まえ、Ⅲ.6.1～Ⅲ.6.5 の評価指標に「取組効果の状況」の記載を追加。また、Ⅲ.6.2 国民の理解増進と次世代を担う人

材育成への貢献の項目について、モニタリング指標に「○国民の理解増進効果及び次世代への教育効果の状況」を追加。 
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3.11. 人工衛星等の開発・運用

を支える基盤技術（追跡

運用技術、環境試験技術

等） 

 

４．宇宙政策の目標達成に向け

た分野横断的な研究開発

等の取組 

4.1. 民間事業者との協業等の

宇宙利用拡大及び産業振

興に資する取組 

4.2. 新たな価値を実現する宇

宙産業基盤・科学技術基盤

の維持・強化（スペース・

デブリ対策、宇宙太陽光発

電含む） 

 

 

 

【多様な国益への貢献；災害対

策・国土強靱化や地球規模課

題の解決への貢献】 

 

○我が国の災害対策・国土強靱

化や地球規模課題の解決に貢

献する取組の立案・検討・マネ

ジメントは適切に進められた

か。それに伴う成果が生まれ

ているか。 

 

（主に 3.1、3.5 項） 

＜評価指標＞ 

（成果指標） 

○災害対策・国土強靱化や地球規模課題の解決に係る取組の成果 

（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 

○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 

（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○防災関係機関等の外部との連携・協力の状況 

 

＜モニタリング指標＞ 

（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 

（例：データ提供数・データ利用自治体数等） 

（マネジメント等指標） 

○防災関係機関等の外部との連携・協力の状況 

（例：協定・共同研究件数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況（例：受託件数等） 

 

【多様な国益への貢献；宇宙科

学・探査による新たな知の創

造】 

 

○世界最高水準の科学成果の創

出や我が国の国際的プレゼン

ス維持・向上等に貢献する宇

宙科学研究、宇宙探査活動、有

人宇宙活動等の立案・検討・マ

ネジメントは適切に進められ

たか。それに伴う成果が生ま

れているか。 

 

（主に 3.6～3.8、4.2 項） 

＜評価指標＞ 

（成果指標） 

○宇宙科学・探査による新たな知の創造に係る取組の成果 

（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 

○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 

（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○大学・海外機関等の外部との連携・協力の状況 

 

＜モニタリング指標＞ 

（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 

（例：著名論文誌への掲載状況等） 

○人材育成のための制度整備・運用の成果（例：受入学生の進路等） 

（マネジメント等指標） 

○大学・海外機関等の外部との連携・協力の状況 

（例：協定・共同研究件数等） 

○人材育成のための制度整備・運用の状況 
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（例：学生受入数、人材交流の状況等） 

○論文数の状況（例：査読付き論文数、高被引用論文数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況 

（例：科研費等の外部資金の獲得金額・件数等） 

 

【多様な国益への貢献；宇宙を

推進力とする経済成長とイノ

ベーションの実現】 

 

○新たな事業の創出等の宇宙利

用の拡大及び産業振興、宇宙産

業の国際競争力強化に貢献す

るための立案・検討・マネジメ

ントは適切に進められたか。そ

れに伴う成果が生まれている

か。 

 

（主に 3.1、3.3、3.5、3.7、3.8、

4.1、4.2 項）  

＜評価指標＞ 

（成果指標） 

○宇宙を推進力とする経済成長とイノベーションの実現に係る取組の成果 

（品質・コスト・スケジュール等を考慮した取組を含む） 

（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 

○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 

（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○民間事業者等の外部との連携・協力の状況 

 

＜モニタリング指標＞ 

（成果指標） 

○宇宙実証機会の提供の状況 

（例：民間事業者・大学等への実証機会の提供数等） 

○研究開発成果の社会還元・展開状況 

（例：知的財産権の出願・権利化・ライセンス供与件数、受託件数、ISS 利用件数、

施設・設備の供用件数等） 

○新たな事業の創出の状況 

（例：JAXA が関与した民間事業者等による事業等の創出数等） 

○外部へのデータ提供の状況 

（例：国内外の関係機関等への衛星データ提供数等） 

（マネジメント等指標） 

○民間事業者等の外部との連携・協力の状況 

（例：協定・共同研究件数、技術支援件数、JAXA の施策・制度等への民間事業者・

大学等の参入数又は参加者数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況 

（例：民間資金等を活用した事業数等） 

 

【産業・科学技術基盤を始めと

する我が国の宇宙活動を支え

る総合的基盤の強化】 

＜評価指標＞ 

（成果指標） 

○産業・科学技術基盤を始めとする我が国の宇宙活動を支える総合的基盤の強化に
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○産業・科学技術基盤を始めと

する我が国の宇宙活動を支え

る総合的基盤の強化に貢献す

る研究開発活動の立案・検討・

マネジメントは適切に進めら

れたか。それに伴う成果が生

まれているか。 

 

（主に 3.1～3.11、4.1～4.2 項） 

係る取組の成果 

（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 

○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 

（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○大学・海外機関等の外部との連携・協力の状況 

 

＜モニタリング指標＞ 

（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 

（例：基幹ロケットの打上げ成功率・オンタイム成功率等） 

○宇宙実証機会の提供の状況 

（例：民間事業者・大学等への実証機会の提供数等） 

○研究開発成果の社会還元・展開状況 

（例：知的財産権の出願・権利化・ライセンス供与件数、受託件数、ISS 利用件数、

施設・設備の供用件数等） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 

（例：著名論文誌への掲載状況等） 

（マネジメント等指標） 

○大学・海外機関等の外部との連携・協力の状況 

（例：協定・共同研究件数等） 

○人材育成のための制度整備・運用の状況 

（例：学生受入数、人材交流の状況等） 

○論文数の状況（例：査読付き論文数、高被引用論文数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況 

（例：科研費等の外部資金の獲得金額・件数等） 

 

５．航空科学技術 【航空産業の振興・国際競争力

強化】 

 

○我が国の航空産業の振興、国

際競争力の強化に貢献するた

めの立案・検討・マネジメント

は適切に進められたか。それ

に伴う成果が生まれている

か。 

＜評価指標＞ 

（成果指標） 

○航空産業の振興・国際競争力強化に係る取組の成果 

（マネジメント等指標） 

○研究開発等の実施に係る事前検討の状況 

○研究開発等の実施に係るマネジメントの状況 

（例：研究開発の進捗管理の実施状況、施設・設備の整備・維持・運用の状況等） 

○大学・民間事業者等の外部との連携・協力の状況 
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＜モニタリング指標＞ 

（成果指標） 

○国際的ベンチマークに照らした研究開発等の成果 

○研究開発成果の社会還元・展開状況 

（例：知的財産権の出願・権利化・ライセンス供与件数、施設・設備の供用件数等） 

（マネジメント等指標） 

○大学・民間事業者等の外部との連携・協力の状況 

（例：協定・共同研究件数等） 

○外部資金等の獲得・活用の状況（例：受託件数等） 

 

６．宇宙航空政策の目標達成を

支えるための取組 

  

6.1. 国際協力・海外展開の推進

及び調査分析 

○国際協力・海外展開の推進及

び調査分析により、目標Ⅲ.2

項にて定める JAXA の取組方

針の実現に貢献できている

か。 

＜評価指標＞ 

○戦略的な国際協力による効率的・効果的な事業の推進に係る取組及び取組効果の状

況 

○国際協力・海外展開の推進による相手国の社会基盤としての宇宙利用の定着に貢献

する取組及び取組効果の状況 

○宇宙活動に関する法的基盤形成に貢献する取組及び取組効果の状況 

○国の政策立案や JAXA の事業の企画立案に資する調査分析の取組及び取組効果の状

況 

 

＜モニタリング指標＞ 

○役員級の会合を踏まえた国際協力案件の創出の状況（例：MOU 締結等新たな協力の

立ち上げ件数等） 

○国の政策立案に資する情報の提供状況（例：調査情報共有システムの利用頻度） 

 

6.2. 国民の理解増進と次世代

を担う人材育成への貢献 

○国民の理解増進と次世代を担

う人材育成への貢献により、

目標Ⅲ.2 項にて定める JAXA

の取組方針の実現に貢献でき

ているか。 

＜評価指標＞ 

○国民と社会への説明責任を果たし一層の理解を増進する取組及び取組効果の状況 

○未来社会を切り拓く人材育成に幅広く貢献する取組及び取組効果の状況 

 

＜モニタリング指標＞ 

○各種団体等の外部との連携の構築状況 

 ○国民の理解増進効果及び次世代への教育効果の状況 

 

6.3. プロジェクトマネジメン

ト及び安全・信頼性の確保 

○プロジェクトマネジメント及

び安全・信頼性の確保により、

＜評価指標＞ 

○事業全体におけるリスクを低減する取組及びより効果的な事業の創出と確実なミッ
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目標Ⅲ.2 項にて定める JAXA

の取組方針の実現に貢献でき

ているか。 

ション達成に貢献する取組及び取組効果の状況（プロジェクトの計画段階から準備

段階における初期的な検討や試行的な研究開発の活動状況含む） 

○プロジェクトマネジメント能力の維持・向上に係る取組及び取組効果の状況 

○事業の円滑な推進と成果の最大化、国際競争力の強化に貢献する安全・信頼性の維

持・向上に係る取組及び取組効果の状況 

 

＜モニタリング指標＞ 

○プロジェクトの実施状況の客観的評価及びプロジェクト評価結果の活用の状況 
○ミッションの喪失が生じた場合の原因究明と再発防止策の検討及び実施の状況 

 

6.4. 情報システムの活用と情

報セキュリティの確保 

○情報システムの活用と情報セ

キュリティを確保することに

より、目標Ⅲ.2 項にて定める

JAXA の取組方針の実現に貢

献できているか。 

＜評価指標＞ 

○事務的な業務の効率化と適切な労働環境の維持・向上に貢献する JAXA 内で共通的

に利用する情報システムの整備・活用の取組及び取組効果の状況 

○JAXA が保有するデータ等を外部と共有するための基盤的な情報システムの活用等

の取組及び取組効果の状況 

○安定的な業務運営及び我が国の安全保障の確保に貢献する情報セキュリティ対策の

取組及び取組効果の状況 
 
＜モニタリング指標＞ 

○重大な情報セキュリティインシデントの発生防止と宇宙機の運用に不可欠な情報シ

ステムのセキュリティ対策の状況 

 

6.5. 施設及び設備に関する事

項 

○施設及び設備に関して、目標

Ⅲ.2 項にて定める JAXA の取

組方針の実現に貢献できてい

るか。 

＜評価指標＞ 
○JAXA 内で共通的に利用する施設及び設備の計画的な更新・整備と維持運用による

JAXA 事業の円滑かつ効果的な推進に貢献する取組及び取組効果の状況。 
 
＜モニタリング指標＞ 

○JAXA 内で共通的に利用する施設及び設備に関する老朽化更新、リスク縮減対策の

状況（例：重大事故の有無、顕在化する前に処置を行ったリスクの数等） 

○施設及び設備の改善等への取組の状況 

 

７．情報収集衛星に係る政府か

らの受託 

○情報収集衛星に関する受託を

受けた場合には、着実に業務

が進められているか。 

 

＜評価指標＞ 

○必要な体制の確立を含めた受託業務の実施状況 

注）「評価指標」とは、評価・評定の基準として取り扱う指標。また、「モニタリング指標」とは、正確な事実を把握し適正・厳正な評価に資するために必
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要な指標。実際の運用にあたっては、評価項目に応じて適切な指標を柔軟に選択・設定するとともに、当初意図したものとは異なる成果も含め、研究

開発の過程で得られた成果や目的達成のために行った取組や工夫についても適切に評価する。 


