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安言言;主主1 :第州3会党議4、(3)綴{系務省関の菜室携強化合訟を

どうでしようか。

j認知の率重量ですが、アメリカやロシア毒事の学習開発i立、軍事産業ZJ事務として

発践してきました。 ドイツのミサイ)l--が元になった:ロケ‘ノト開発や冷紋下の米、ノ

の綴費量競争など。しかしr、今(J)恕ヰ立における字旗開発i玄室率産業というよりも科

学技者;jのほうが近いのではないでしょうか匂言言い換えれば、軍事がなくても科学

技術を発展さ仕ることができると緩切できるのは沼本だけではないでしょうか。

8:本j立字湯島再発を科学技術として'の側室5からの発壌を唱えられる数少ない溺のーっ

として誇れるのでは。

軍事というくくりで字官官関発を進めできたアメリカなどは、遊学系とヱ学系(J)投

fif.jが漣怒した開発が進められしてきでしづ工す。一方、宝答率を中心!こ発壊していない

今の日本の開発i立、工学系で続発された技術が礎学系(J)研究を支えており、礎学

系と工学系の研究を一緒に進めていくということがうまぐぞきγといないのではな

いでしょうかりその漆携した研究開発ができれば、さらに双方の技術変有効的に

活F認でをるのではないかと考えますGですから、字額告書発というくくりだけでは

なく、“科学技術政策"としての箆方からの、償分野との総会を翻っていただきた

いとおもい法字。

米í;S;お、本意見í;1: 12月20Eヨコンソーシアム京都で関催した、討議会--�E話器

本音十翻案についてどう緩う7-(ニ参加した23名の:意5tを集約したものになります。
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-現状でl士、 [一緒に進めるJというよりも、 工学の “お客さん" がま理学

工学系で開発された技術が球学系の研究を支える

- アメリカなどの諸外閣では、 理学系と工学系告とつなぐのは 軍得J

f→お金をかける理由の多くは軍事髭!な潔由

" でも、 日本目、「軍需Jはない

一〉戦後の縞値観も影響か?

ーか「議事 安全保障Jという言葉よりもi人命を、守るため不自I欠Jどい丹:与が一一般の}:j"

にも伝土〉るのではなし、刀瓦

- これまでの技術も家事利用て5駆動されてきたQ

〔ドイツとか、 冷戦とか、 キューパ危機と;}:.)

・ 日本で「軍事援業 と代わるものは、 科学技術紋策ではサ

.. f3本で科学の応用を本気で議論寸ーる揚がなかなかないのでは勺

ーr �軍事がなくても科学技術号、発展させることがヤきるJということな是正明できるのは日本

t:'.'l"Ìでf土?

→でも、 今、 関与をあげ'τ動くJlîhilになるものは。

→防災?地方自治体0

・技術にl士、 術商ある

道具特武器

ロマン仲家事

GPSなどの平和利用件1主総としての利用

衰の目的拍車五の目的

便利なもの特他閣からみると武器

一{l!.!の国から恐れられることも繁いことばかりではないのでは9

4)ニー;.(，を発i\iilしたい。

*慌にr*�l利用の拡jは うて項目があるφ

.. II量か、 工学系のい司ズを受け取ってくれない?りつて思う。

・宇宙を必要としているフィールドを見つける様、 機会事ど作るむ

• x 応、饗i土発明(ï)-ftJ:.J、 Of鴇明は必要のほj

ゅ護軍小型事事壌の利用・活用とその手段

-そもそも、 衛，�� ��t ]つのインフラ(t世の中にとって必須)になっている。

→昔、でいう鉄道みたいなもの?

-技術者にi立、 安全保障以外グ)使い道は沼、いーつかない，

.新たな利用事E伎を見出さなけ:nばならない。

4)民!現在巻き込むjJì去は?

*Iiltにr IX，r，flf，�-jJの活用jって項目がある。

ーちなみに、 日本:で宇宙に少しでも関わっている会社l土、 5リO社

伊産業の後押L噌氏、情iが参入Lやすい舟i覚づ< () Q 

営業をと手くできる人会liiJ1即!に育てること。

技術と話術のて了きる人令官てる叫

-投資事ト募る

5) Jζ暫HとプJ�:}..れ，る?

，宇宙教育

社会のー澱どして?

国同士:(1)関係、fi創換性、 将来性

-好きで言語べる人以外にも知ってもらう上うにひ

とキッザにアに]AXI\とか出してみるとか包

大手泊立宇宙デー?で[1:\すとか

・;f�f者の自宮�li土JAXAゃ知らないと思うr

m与到HK、lZL幸最 もうとアピールしても良いのでは?

-宇宙開発の成果、 生活ーの由民部iとなっている事をもっと革なみにi桁むこしなくてはならな

し、。

f.))人材や育成せねば?

'宇宙な志した子どもたもが、 たど党宇宙業界にたどりつかなぐても、 日本に対ーしてとて

も有議な人材ーになっていると思います。 子ども逮へのそチベーションとして宇宙は大事

7)その他の付議

.宇宙人在みたい

.火援に住める

-オt索口うッ1、すごい

- ロケ/' r.を?飛ばすhこと

. t世界各E患の人を宇宙ステーションに住まわせて「人質jとするのはどうですか'? 々の

rS3の拡張)

・宇宙としづ芸空間の中でどれぐらい高レベルな医療を繍発するか(宇宙に移住する時に)

-宇佐f開発がi墨まないのは人が行けなu、から心 一見順番が違うように思弓が、 手当人守二宙開

終身進めるべきG


