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1. 趣旨 
 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18年法律第 51号。以下

「法」という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サ

ービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断

の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と

工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービス

を実現することを目指すものである。 

上記を踏まえ、宇宙航空研究開発機構（以下「JAXA」）は公共サービス改革基本方

針（平成 26年 7月 11日閣議決定）別表において、民間競争入札の対象として選定さ

れたシステム技術（安全・ミッション保証技術）に係る支援業務について、公共サー

ビス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下「実施要項」）を定めるも

のとする。 

 

2. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施にあたり確保されるべき対象

公共サービスの質に関する事項 
 

（１）事業の概要 

本事業は、JAXA が研究開発業務における安全確保及びミッション達成のために

行う活動に対して以下の技術支援を行うものである。 

 

  ①本業務の全体運用管理・業務項目間連携による総合調整 

  ②安全要求及び関連文書作成・維持支援 

  ③JAXAシステム安全審査技術(*A) 支援  

  ④安全審査委員会事務局運営支援 

  ⑤安全・ミッション保証(*B)に係る ESA/NASA/JAXA三極会合支援   

  ⑥安全・ミッション保証技術研修支援 

 

以後、安全・ミッション保証（Safety and Mission Assurance）の略称として

S&MA の語を用いる場合がある。 

 

≪定義≫ 

 *A:システム安全：プロジェクト等の事業遂行に関する計画立案から整備、運

用･実施、撤収に至るシステムのライフサイクルの全段階を通じて運用効果、スケ

ジュール、及びコストへの配慮の下に安全を最適化し、事故等のリスクを合理的に
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可能な限り小さくするため、工学及び管理の原理、基準及び手法を用いること。 

*B:安全・ミッション保証：Safety and Mission Assurance（S&MA）ライフサイ

クルの全てにわたって、安全、信頼性、品質保証、ソフトウェア に係る技術設計、

保証活動、管理活動を実施することで、安全にかつ確実に所期の目的を達成させる。

これにより、第三者/要員の死傷、システムの機能喪失を防ぎ、プロジェクトのミ

ッション達成の確実化を図る。 

   ※用語の説明は、「参考―１」に示す。 

 

（２）民間競争入札の対象となるシステム技術（安全・ミッション保証技術）支援業務の

詳細な内容 

 

①事業内容 

ア．全般 

民間競争入札の対象となるシステム技術（安全・ミッション保証技術）支援

業務（以下「本業務」）は、以下イ～キの業務から構成されている。各業務の

構成、内容、実施条件等詳細な仕様等に関しては、別に定める「別紙３：業務

カテゴリー別詳細表」に示す。その他、本業務の実施全般については以下によ

ること。 

 

  a)実施体制及び作業フロー 

本業務の実施にあたり、業務実施責任者、業務担当者等の作業体制、役

割分担、及び作業フロー（概要を別紙 2に示す）を、落札者決定後業務開

始１週間前までに、JAXAに提出し、提出後 1か月以内に承認を得ること。 

業務実施責任者及び業務担当者は以下によるものとし、業務実施責任者

の指揮命令の下、業務担当者がそれぞれの担当業務を実施する体制が整え

られること。 

業務実施責任者：本業務が円滑かつ総合的・効果的に遂行されるよう、

事業担当者及びその作業分担を定め、全体運用管理及び進

捗管理を行う実施する責任者 

業務担当者：総括責任者の指揮命令の下、与えられた分担業務を実施す

る者 

 

  b)経験及び実績 

本業務の実施にあたっては、イ－キの業務全てに対して過去 3年以内に類

似する業務の具体的な経験及び実績を有すること。 

「類似する業務」とは、第三者への安全に係る影響を及ぼすシステム（航
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空宇宙、鉄道、自動車、プラント設備等）を対象とした業務とする。 

 

  c)連絡体制 

業務実施責任者は、JAXA側担当者と日常から情報共有・業務上の連絡が取 

れる体制をとること。（例：正／副責任者の配置） 

 

  d)情報の守秘に関する体制 

本業務で知り得た情報を外部に流出させたり盗用しないよう、セキュリテ

ィ体制を整えること。 

 

  e)スケジュール 

本業務の業務ごとのスケジュールを落札者決定後業務開始１週間前まで

に策定し、JAXAに提出し、提出後 1か月以内に承認を得ること。 

 

f）事故等（例：第三者に損害が生じた場合、セキュリティ上の問題が生じた

場合、不測の事態により本業務の履行に影響を生じた場合を含むがこれに限

られない。）が発生した場合は、速やかに JAXAに報告し、指示を求めること。 

 

g）他機関（NASA(米国航空宇宙局）、ESA(欧州宇宙機関)等)や他団体（工業界

や学会等）との連携が必要な場合は、JAXA に報告し、同意を得ること。 

 

h) 本業務の実施場所は、別紙 3 で特に場所を定める場合以外は、民間事業者

とする。 

 

イ．本業務の全体運用管理・業務項目間連携による総合調整の実施 

a)業務実施に係る全体運用管理・進捗管理 

本業務が円滑かつ総合的・効果的・効率的に遂行されるよう、業務実施責

任者は全体運用管理及び進捗管理を行うこと。 

業務実施責任者は、日常より JAXA 側担当者及び民間事業者担当者等との

連絡・情報展開を密に行い、業務が計画的に実施されるよう調整を図ること。 

 

b)業務項目間連携による調整管理の実施 

各業務項目を俯瞰的かつ横断的な視点で見渡し、それぞれの項目間での情

報共有・作業連携を密に行い、各項目の作業やアウトプット等においてそれ

らを活かすべく総合調整を行う体制を、業務実施責任者を中心に構築するこ

と。 
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民間事業者担当者間での進捗確認、課題調整等を行い、JAXAに報告するこ

と。 

     報告回数：月１回程度 

     参加者 ：民間事業者（業務実施責任者、各業務担当者） 

          JAXA（各業務担当者） 

 

c)アの a)及び b)を記述した「業務実施計画書」の作成及び維持 

各業務の作業フロー、業務実施責任者、業務担当者等の作業体制、役割分

担、作業方針、スケジュールを、業務実施計画書として業務開始１週間前ま

でに JAXA に提出し、提出後１か月以内に承認を得ること。また、内容に変

更を生じた場合は維持を行い、再提出すること。 

   

d)成果報告書の作成、納入 

イ－キの成果を成果報告書としてまとめ、納入すること。 

納入部数、期限等は別紙４によること。 

 

ウ．安全要求及び関連文書作成・維持支援 

a)ペイロード安全審査プロセスの改善・効率化検討 

  JAXAペイロードだけでなく、商業衛星、海外宇宙機関ペイロード、小型衛

星等、多種多様化しているペイロードに対する安全審査プロセスの改善・効

率化を検討し、関係部署と調整した上、ロケットペイロードに応じた効率化

かつ適正化ができる安全審査プロセスを検討し、JMR-002B ロケットペイロ

ード安全標準、JMR-001B システム安全標準、CSA-110002A システム安全審

査部会実施要領の改訂案、もしくは改善・効率化検討についての技術文書案

を年間 3本作成すること。 

 

b)ペイロード安全要求の作成・維持 

  多種多様化しているペイロード、新規参入者の増加、ペイロード安全要求

の国際動向を鑑みて、JAXA が提供する欧米の安全要求比較表の維持を行う

こと。作業量は、年間 5人日とする。 

  関係機関、JAXA 内各部署、関係メーカと調整し、JMR-002B ロケットペイ

ロード安全標準、CSA-106043 ロケットペイロード安全標準(JMR-002B)解説 

における安全技術要求、安全プログラム管理要求に対する改訂案、もしくは

改善・効率化検討についての技術文書案を年間 3本作成すること。 

  JERG-1-007C 射場運用安全技術基準 の見直しにあたり、ロケットペイロ

ード安全の観点から見直しが必要な個所を識別、当該部門と調整の上、
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JERG-1-007改訂案を年間 1本作成すること。作業量は、年間 5人日とする。 

 

c)ペイロード安全要求関連文書の作成・維持 

  安全調整や審査会で議論され、解釈が明確になったもの、技術評価により

ガイドラインが明確になったものなどを、要求解説書／ガイドラインとして

作成すること。作成は年間 3本とする。 

  システム安全審査の結果やプロジェクトとの安全調整の結果等を反映し、

別紙３．ウ.cに示す 19文書を対象に維持・改訂支援を行うこと。作成は年

間 5本とする。 

 

d)ペイロード安全要求の英文化 

  上記 a),b),c)により作成した安全要求、要求解説書／ガイドラインの英文

化を行うこと。新規英文化を年間 3本、英文化済文書の見直しを年間 5本と

する。 

 

e)商業打上げに係る FAA等の調査 

安全要求文書だけでは理解できない FAA、USAFにおける実際の安全審査の

運用方法や評価観点等の調査を実施すること。そのなかで日本における安全

審査の課題等を識別すること。また、CNESにおける安全要求、安全審査プロ

セスと実際の運用方法、評価観点も調査すること。（平成 29年度） 

上記の作業に関連して、FAA、USAF 及び CNES と、Face to Face の技術調

整を実施すること。(平成 29年度) 

FAA COMSTACに出席し情報収集を行うこと。(平成 29年度) 

FAA が毎年開催する商業宇宙輸送年次総会に出席し、商業宇宙輸送の安全

に関わる枠組み、各組織の責任、安全要求、安全審査等、情報収集を行うこ

と。(平成 29年度) 

上記で得られた情報を基に、情報の整理、日本国内における商業打ち上げ

に関する課題、改善事項等を報告書にまとめること。(平成 29年度) 

平成 30年度及び 31年度は、平成 29年度の成果を受けて課題等を識別し、

作業を継続する。 

上記成果として、調査報告書、改善検討書をそれぞれ年間 1本作成するこ

と。 

  上記に係る海外出張：年間 3 回（米国(ワシントン及びオーランド）2 回、

フランス領ギアナ 1回) 

 

f)スペースデブリ発生防止、再突入安全に係る安全要求の維持・改訂、評価の
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改善・効率化の検討 

スペースデブリに係る国際間技術調整のために必要な事前分析や評価、調

査等を行い、JAXA内部会議等に使用する資料案を作成すること。（年間 3本） 

国際間技術調整用資料を英文で作成し、事前に JAXA とすり合わせた方針

に従い国際間技術調整において英語で説明を行うこと。（説明資料作成は年

間 3本、海外出張は年間 4人回（米国フロリダ）） 

国際間技術調整等の結果を受けて、スペースデブリ発生防止、再突入安全

に係るガイドラインやマニュアル等の案を作成すること。（年間 1本） 

 

g)ソフトウェア安全審査・評価技術の検討 

Conputer Based Control System(CBCS) 安全要求(SSP50038B)に基づき、

ソフトウェア安全共通設計指針(案)を作成すること。（平成 29年度：案作成、

平成 30年度及び 31年度：維持・改訂支援） 

上記ソフトウェア安全共通設計指針(案)の解説書(案)を作成すること。

（平成 29年度及び平成 30年度：案作成、平成 31年度：維持・改訂支援） 

安全審査技術支援の結果、新たに得られた審査結果を分析し上記解説書案

に反映すること。（ソフトウェア安全設計に係る気づき事項を年 1回まとめ） 

 

エ．JAXAシステム安全審査技術支援 

a)安全解析に係わるプロジェクトとの調整支援 

JAXAで安全審査を実施するロケットペイロードや、研究開発部門及び航空

研究開発部門が実施する安全審査の審査対象に関して、安全解析およびその

結果についてプロジェクト、関係機関、関係メーカと調整すること。（シス

テム安全審査部会：年間 22 回、研究開発部門安全審査：年間 2 回、航空技

術部門安全審査：年間 14回）、（国内出張：44 人回（名古屋 10人回、博多 4

人回、鎌倉 24人回、富岡 6人回）） 

 

b)システム安全審査部会の開催及びフォローアップに関わる支援 

ロケットペイロードのシステム安全審査部会の運営支援及びフォローア

ップに関する支援（開催案内、事前評価資料作成、審査資料コピー／会場設

営、事前評価資料説明、議事録作成、アクションアイテムのフォロー等）を

行うこと。（システム安全審査部会：年間 22回、研究開発部門安全審査：年

間 2回、開催場所：JAXA筑波宇宙センター） 

 

c)安全審査の知見の作成・維持 

プロジェクトとの安全調整やシステム安全審査部会で得られた知見、判断
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基準、チェック項目等を、知見集／チェックリストに審査毎にまとめること。 

（システム安全審査部会：年間 22 回、研究開発部門安全審査：年間 2 回、

航空技術部門安全審査：年間 14回） 

 

オ．安全審査委員会事務局運営支援 

a)安全審査委員会の知見の作成維持 

安全審査委員会の議論を通じて得られた知見、判断基準等を安全審査委員

会開催毎に知見集にまとめること。（安全審査委員会：年間 29 回開催（約 2

時間）、作業場所：JAXA筑波宇宙センター） 

 

b)安全審査委員会開催支援 

安全審査委員会の開催支援（開催案内、審査資料コピー／会場設営、議事

録作成等）を行うこと。（安全審査委員会：年間 29 回開催（約 2 時間）、作

業場所：JAXA筑波宇宙センター） 

 

カ．安全・ミッション保証に係る ESA/NASA/JAXA三極会合支援 

a)JAXA内準備会合支援 

三極会合対応計画の作成・維持（情報収集、計画立案、準備進捗確認、準

備会合開催等）を行うこと。（準備会合：年間 6 回(約 3 時間)、場所：JAXA

筑波宇宙センター）、（資料作成等：平成 29 年度及び平成 30 年度：9 人日、

平成 31年度：12人日） 

 

b)事務局の NASA/ESA調整支援 

NASA/ESA 事務局とのテレコン調整支援（調整事項整理、調整参加(テレコ

ン)、議事録作成等）を行うこと。（テレコン：年間 12 回、場所：JAXA 筑波

宇宙センター）、（資料作成等：平成 29 年度及び平成 30 年度：9 人日、平成

31年度：15人日） 

 

c)タスクフォース／ワーキンググループ等支援 

NASA/ESA担当者とのタスクフォース／ワーキンググループ（ペイロード安

全、品質保証、信頼性）におけるテレコンに係る支援（資料作成、テレコン

参加、議事録作成等）を行うこと。（テレコン：3タスクフォースそれぞれに

対し年間 6回開催、2人日／回、場所：JAXA筑波宇宙センター） 

 

d)三極会合現地支援 

三極会合に参加し、技術支援（討議支援、JAXA向け議事録案作成、開催結

10 / 77



果・課題等をまとめた報告書案の作成、開催国とのロジ調整等）を行うこと。 

平成 29年度：2人×5日(移動日含まず)開催場所：米国 

平成 30年度：2人×5日(移動日含まず)開催場所：欧州 

平成 31年度：3人×5日       開催場所：日本 

 

キ．安全・ミッション保証技術研修支援 

a)研修スケジュール管理 

以下の研修について年間研修スケジュールを作成維持すること。 

 a-1：システム安全 

   レベル 1：3 回（筑波宇宙センター、種子島宇宙センター、相模原キャ

ンパス） 

レベル 2：1回(筑波宇宙センター) 

 a-2：品質保証 

レベル 1：2 回（筑波宇宙センター、相模原キャンパス） 

レベル 2：1 回(筑波宇宙センター) 

a-3：信頼性 

レベル 1：2 回（筑波宇宙センター、相模原キャンパス） 

レベル 2：1 回(筑波宇宙センター) 

a-4：ソフトウェア安全開発保証 

レベル 1：2 回（筑波宇宙センター、相模原キャンパス） 

レベル 2：1 回(筑波宇宙センター) 

a-5：S&MA 概論 （a-1 システム安全レベル 1 の冒頭に実施（筑波宇宙セン

ター、相模原キャンパス）） 

S&MA 概論：S&MA 活動の概要について、S&MA の 4 要素である、システム安

全、信頼性、品質保証、ソフトウェア安全・開発保証に係る活

動のポイントを説明 

 

参加者数 レベル 1：各回 25名程度、レベル 2：各回 10名程度 

 

b)研修準備支援 

教材・講師の準備（情報収集等、受講者レベルの把握、教材の準備、研修

構成の設定／見直し、講師の準備、）、機材・会場の準備等を行うこと。 

JAXAホームページ、電子メール等による開催案内、受講者受付、理解度確

認テスト(レベル 1のみ)の作成、アンケート作成、講師との打合せ、実施マ

ニュアルの作成等を行うこと。 
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c)研修実施支援 

当日作業として、会場機材等の準備、会場設営、研修運営、撤収を行うこ

と。 

 

d)研修実施結果まとめ 

受講者リスト／総括表の作成、JAXAへの結果報告、教材の見直しを行うこ

と。 

 

e)前年度研修のフォローアップ、次年度への反映検討等 

研修効果アンケート（1年後）、次年度反映事項抽出を行うこと。 

  （メール送付による：1講座当たりの受講者：約 80名、受講者の上長：約

60名） 

 

f)相乗り小型副衛星開発機関向けシステム安全研修 

JAXA が公募の機会を提供している相乗り小型副衛星プログラムに関して、

応募を検討しているあるいは選定された衛星開発機関等を対象として、以下

の作業によりシステム安全に係る技術研修を実施すること。（基礎編：2日間、

20名程度、実践編：1日間、20名程度） 

     ・教材の準備 

     ・研修構成の設定／見直し 

     ・講師の準備 

     ・機材・教材・会場の準備 

     ・研修開催事前準備 

     ・アンケートの作成／集計 

     ・研修運営事務 

     ・研修の実施 

     ・研修実施結果まとめ 

 

ク．業務引継ぎ方法 

a)引き継ぎ (民間事業者が行う引き継ぎ・準備作業) 

本業務を新たに実施することとなった民間事業者は、本業務の開始日まで

に、業務内容を明らかにした書類等等により JAXA から業務のの引継ぎを受

けるものとする。なお、民間事業者が行う引継ぎや準備行為等に対して、民

間事業者に発生した費用は民間事業者の負担とする。 

JAXAは、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、現行請負者及び民間事業者に

対して必要な措置を講ずるとともに、引き継ぎが完了したことを確認する。 
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b)請負期間満了後の際、業者変更が生じた場合の引継ぎ 

      本業務の終了に伴い業者が変更となる場合には、民間事業者は、本業務を

遂行するために必要な業務内容を明らかにした書類等により JAXA に対し引

継ぎを行うものとする。その際、JAXA からの質問があった場合も対応する

こと。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、JAXA負担とする。 

JAXAは、当該業務が円滑に実施されるよう、民間事業者及び次回業者に対し

て必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 

   

（３）確保されるべきサービスの質 

ア．民間事業者は、２．（２）に定めた事業毎の内容、計画に沿って本業務を適

切に行うこと。 

イ．２．（２）．②． キについては、研修終了後のアンケート結果で、７割以上

の受講者から 5段階評価の上位 2つ「有益」、「非常に有益」との評価を得る

こと。 

 

（４）創意工夫 

   民間事業者は、本業務の質を高めるため、創意工夫による改善提案を行うことが

できる。提案を受けて JAXAが適切と判断した場合は業務に反映すること。 

 

（５）契約の形態及び支払 

 

①契約の形態は、請負契約とする。 

 

②JAXA は、本契約に基づき民間事業者が実施した本業務について、請負契約の契

約期間（平成 29年 4月 1日～平成 32年 3月 31日）中に完了報告を受け、受領

検査を実施し、請負契約の目的物を合格と認めた時は民間事業者の所定の請求

書を受理した日から 30日以内に請負契約により約定された契約金額を民間事業

者に支払う。 

③契約対価の支払方法は、給付の完了時に当該給付に相当する約定金額を一括して

支払う納入払いを原則とするが、必要があると認めるとき（契約期間、金額、

納入品、その他取引慣行等を勘案）は、支払い条件に関する特約条項により、

契約履行期間中に契約金額の全部又は一部を支払うことができる。 

 

④法令変更による追加費用の負担 

 法令の変更により、請負者に生じた合理的な増加費用は、アからウに該当する場
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合には、JAXAが負担しそれ以外の法令変更については、請負者が負担する。 

    ア 本業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

    イ 消費税その他類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む） 

    ウ 上記ア及びイのほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制

度の新設・変更（税率の変更含む） 

 

3. 実施期間に関する事項 
 

本業務の契約期間は、平成 29年 4月 1日から平成 32年 3月 31日までとする。 

但し、平成 30年 4月 1日以降の契約については、JAXAの当該予算が成立した場

合に有効とし、予算設定がされる時期（平成 30 年 2 月頃）に契約締結するものと

する。 

 

4. 入札参加資格に関する事項 
 

民間事業者は、次の全ての要件を満たすこと。 

なお、共同事業体として入札する場合にも、全ての要件を共同事業体全体で満た

しているものとする。 

 

（１）法第 15条において準用する法第 10条各号（⇒民間事業者が対象公共サービスを

実施する場合において適用される法令の特例がないときは、第 11 号を除く。）に

該当するものでないこと。 

 

（２）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70

条の規定に該当しない者であること。（なお、未成年又は被補助人であって、契約

締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当

する。） 

 

（３）予決令第 71条の規定に該当しないこと。 

 

（４）等級 
文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）において、平成 28年度に「役務の提

供等」の A、B、C の等級に格付けされている者であること。ただし、資格の有効期

間が平成 29年 3月 31日までの者は、請負契約履行開始時に平成 29年度以降の同資

格を有していること。 
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（５）指名停止に関する排除事項 

文部科学省所管における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に基づく指

名停止を受けている期間中の者でないこと。 

 
（６）国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構契約事務実施要領第 11 条第 3 項に定め

る次の各号の一に該当しない者であること。 

① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

② 組合（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和 41 年法

律第 97 号）第 2 条第 1 項第 4 号に規定する組合）を直接又は間接に構成する

組合員及び事業者であって組合が受注を希望する品目に係る事業と同一の事

業を行っている者が前①の規定に該当する場合の当該組合 

③ 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構契約事務実施要領第 14 条の規定によ

る競争参加資格停止措置を受けた時、又は同要領第 14 条の 2 の規定による取

引停止等の措置を受けた時 

 

（７）円滑かつ適切なコミュニケーション 
本業務の実施において、JAXAと日本語で円滑かつ適切なコミュニケーションが

図れる者であること。使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨とする。 

 

（８）警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとし

て、建設工事及び測量等、物品の販売及び役務の提供等の調達契約からの排除要請

があり、当該状態が継続していない者であること。 

 

（９）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

 

（10）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 

 

（11）単独で対象業務を行えない場合は、又は、単独で実施するより業務上の優位性が

あると判断する場合には、適正に業務を実施できる入札参加グループを結成し、入

札に参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを

結成し、入札参加資格の全てを満たす者の中から代表者を定め、他の者は構成員と

して参加するものとする。また、入札参加グループの構成員は、上記（１）から（10）

までの資格を満たす必要があり、他の入札参加グループの構成員となり、又は単独

で参加することはできない。なお、入札参加グループの代表者及び構成員は、入札

参加グループの結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成し、提出するこ

と。 
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   【注】入札参加グループとは 

      本業務の実施を目的に、複数の事業者が組織体を構成し、本業務の入札に参加する

者を指す。 

 

（12）本業務の実施に求められる要件 

  ① 安全要求及び関連文書作成・維持支援 

・JAXA の要求文書、ガイドライン等により、JAXA が行う安全審査について十

分に理解できる能力を有していること（ロケットペイロードだけでなく、有人

宇宙機等、複数分野の安全審査）。 

・JAXA及び海外宇宙機関の安全技術／プログラム要求、安全審査プロセスに関

わる文書を文字通りではなく、要求の意味までを理解できる能力を有すること。 

・科学技術分野、宇宙開発分野で使用される英単語や文脈を熟知していること。

特に、宇宙開発分野におけるシステム安全に関する専門用語を日本語、英語と

もに熟知し、適切な英訳を行う能力を有すること。 

・海外機関における打上げ許認可活動の実績、経緯を十分理解できること。 

・海外宇宙機関の打上げ許認可に対する要求、安全審査プロセス、安全技術要

求に関わる文書を文字通りではなく、要求の意味までを理解できる能力を有す

ること。 

・商業打上げと政府系打上げの差異を十分に理解しており、それぞれの安全評

価や枠組みのあり方を検討できること。 

・JAXAの有するスペースデブリ発生防止、再突入安全に係る安全要求や海外宇

宙機関の関連文書を文字通りではなく、要求の意味までを理解できる能力を有

すること。 

・ORSAT-J等のデブリ解析ツールで実際に解析作業を行える能力を有すること。 

・CBCS（Computer Based Control System）または同種のソフトウェア安全要

求を理解し、設計又は安全審査を実施できる能力を有していること。 

・ソフトウェア安全審査の解説書を作成するため、過去の設計事例及び審査事

例を理解できる能力を有すること。 

 

  ② JAXAシステム安全審査技術支援、及び安全審査委員会事務局運営支援 

・JAXA の要求文書、ガイドライン等により、JAXA が行う安全審査について文

字通りではなく、要求の意味まで理解し（ロケットペイロードだけでなく、有

人宇宙機等、複数分野の安全審査）。知見等の識別、SDPのレビュー、事前評価

の作成、部会進行の補助等に活かせる能力を有すること。 

・要求への適合、不適合のみを伝えるだけではなく、要求の意味を伝え、プロ

ジェクト等への設計へ活かすことができるコメントを行えること。 
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・ソフトウェア安全を熟知しており、要求の意味を伝え、設計へ活かすコメン

トが行えること。 

・事前評価資料へは、要求への適合、不適合のみを記載するだけではなく、要

求の意味を明確に示し、課題の有無を明確に記載できる能力を有すること。 

 

  ③ 安全・ミッション保証に係る ESA/NASA/JAXA三極会合支援 

・S&MA 活動に係る課題の抽出/解決、並びに各部門へのフィードバックを図る

ために、システム安全、信頼性、品質保証、ソフトウェア安全・開発保証に係

る海外活動実績があり、宇宙航空プロジェクトにおける動向、課題を認識でき

る能力を有すること。 

・複数国間での国際間技術調整をスムーズに進められること。 

 

  ④ 安全・ミッション保証技術研修支援 

・システム安全、信頼性、品質保証、ソフトウェア安全・開発保証に係る活動

実績があり、当該分野の技術要求を十分理解していること。 

・JAXAの要求文書、ガイドライン等により、宇宙機に関するシステム安全、信

頼性、品質保証、ソフトウェア安全・開発保証について十分に理解できる能力

を有していること。 

・研修やシンポジウム等の運営業務の経験があること。 

・当該分野に係る研修経験を有する講師を用意できること。 

 

5. 入札に参加する者の募集に関する事項 
 

（１）入札に係るスケジュール 

①  入札公告：平成 28年 11月（下旬） 

②  入札説明会：平成 28年 12月（上旬） 

③ 質問受付期限：平成 28年 12月（入札公告日～中旬） 

④ 提出書類提出期限：平成 29年 1月(中旬) 

⑤ 提案書の審査：平成 29年 1月（中旬）～（下旬） 

⑥ 開札（落札予定者決定）：平成 29年 1月（下旬） 

⑦ 落札者の決定：平成 29年 2月下旬頃 

⑧ 契約の締結：平成 29年 3月上旬頃 

⑨ 業務の引継ぎ：平成 29年 3月上旬頃～ 

 

（２）入札の実施手続 
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①提出書類 

入札参加者は、次に掲げる書類を別に定める入札説明書に記載された期日及び

方法により提出すること。 

 

ア．提案書 

入札に参加する者が提出する提案書には、以下の各要求項目（詳細は６（１）

及び「別紙１ 評価項目一覧」に示す。）を熟読のうえ、可能な限り詳細な提案

を記載すること。 

a.提案者の実施能力等に関する事項 

・実施体制及び作業フロー 

・経験及び実績 

・連絡体制 

・情報の守秘に関する体制 

・スケジュール 

b.要求に関する提案事項 

・安全要求及び関連文書作成・維持支援 

・JAXAシステム安全審査技術支援 

・安全審査委員会事務局運営支援 

・安全・ミッション保証に係る ESA/NASA/JAXA三極会合支援 

・安全・ミッション保証技術研修 

 

イ．参考見積書 

参考見積書は、請負契約締結後に発生する経費のみを計上すること。各経費

は、可能な限り内訳を示し詳細化すること。また、人件費の単価証明書若しく

はそれに代わる書類を添付すること。 

 

ウ．入札書 

入札金額は、契約期間（平成 29 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日）のすべ

ての業務を実施するために必要な総価とすること。なお、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった額の 108分

の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

エ．委任状 

代理人に委任したことを証明する書類。ただし、代理人による入札を行う場

合に限る。 
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オ．競争参加資格審査結果通知書の写し 

平成 28年度文部科学省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」A、

B、C等級に格付されている者であることを証明する審査結果通知書の写し。 

 

カ．紙入札参加承認申請書 

電子入札システムにより入札を行うことができない旨の理由を示した書類。

ただし、電子入札システムにより入札を行う場合は不要。 

 

キ．共同事業体による参加の場合は、共同事業体内部の役割分担について定めた

協定書又はこれに類する書類。 

 

ケ．法第 15条において準用する法第 10条に規定する欠格事由のうち、暴力団排

除に関する規程について評価するために必要な書類 ＊注 

   ＊注 欠格事由のうち、暴力団排除に関する審査に必要な書類は、落札予定者と

なった者のみ提出。詳細は、「競争の導入による公共サービスの改革に関す

る法律に規定する暴力団排除に関する欠格事由の運用要領について」（内閣

府官民競争入札等監視委員会事務局発出事務連絡）参照 

 

②入札説明後の質問受付 

入札公告以後、入札説明書等の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札に

係る事項について、JAXAに対して質問を行うことができる。質問は原則として質

問書により行い、質問内容に及び JAXA からの回答は原則として、入札説明書等

の交付を受けた全ての者に公開することとする。ただし、民間事業者の権利や競

争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、質問者に意向を徴取

した上で公開しないよう配慮する。本実施要項の内容や入札に係る事項について

疑問点がある時は、事前に質問し入札の日時前までに熟知しておくものとする。

入札後において、当該入札関連事項についての不知又は不明を理由に異議を申し

立てることはできない。 

 

③入札参加者は、開札日の前日までの間において、JAXA から入札書類に関し説明

を求められた場合には、入札者の負担において説明をしなければならない。 

 

6. 落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項 
 

（１）評価方法 

 本業務を実施する者（以下「落札者」）の決定は、提案書による評価と本業務
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に係る入札価格とを総合した評価（総合評価方式）によるものとする。 

 なお、評価は JAXA内に設置する技術評価専門部会において行う。 

 

①提案書による評価（技術評価点） 

落札者を決定するための評価は、提出された提案書の内容が、本業務の趣旨

に沿った実施可能なものであるか（必須項目審査）、また、効果的なものである

か（加点項目審査）について行う。 

 

ア.必須項目審査 

必須項目審査については、入札参加者が提案書に記載した内容が「別紙 1」

の必須項目を満たしていることを確認する。ひとつでも満たしていない場合は

不合格とする。 

 

イ.加点項目審査（100点） 

上記、必須項目審査を全て満たした提案については、別紙１の加点項目につ

いて審査を行う。効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的には入

札者の提案を絶対評価することにより加点する。評価は、段階による連続的な

配点とする（例： 0 点、5 点、10 点）。評価者は、加点項目ごとに入札参加者

の提案書の内容を比較し、各入札参加者に対し別紙１の審査基準により得点を

付与する。（0点～100点） 

 

②入札価格点 

入札価格に係る評価点については、以下の計算方法により、入札参加者が提示

した入札価格に応じて得点が計算される。 

 

価格点＝（1－入札価格／予定価格）×配点倍率 

（配点倍率は１００とする。） 

 

（２）落札者の決定 

 

ア.上記（１）ア.の必須項目をすべて満たし、JAXAが設定する予定価格の範囲

内で、かつ、技術評価点及び入札価格点の合計が最も高い者を落札予定者と

する。 

  なお、必須項目を全て満たしている者のうち、予定価格の制限に達した価

格の入札がない場合は、直ちに再度の入札を行う。 

イ.落札予定者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の
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内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合、JAXA は

その者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ

があって著しく不適当であると認める場合は、予定価格の範囲内をもって入

札した他の者のうち、上記アの合計点の最も高い者を落札予定者とすること

がある。 

 

ウ.総合評価の点数が同点の入札が２者以上あった場合は、環境活動への取り

組みが、優れた者を落札予定者とする。 

なお、次に掲げる①から④までの事項のうち、満たしている項目が一番多

い者を落札予定者とする。 

①環境会計公表 

②ISO14001の報告を含む環境報告書発行 

③ISO14001認証取得又は同等の環境活動プログラム実施 

④環境管理部門設置 

 

エ．前ウ．の場合において、同点であった場合、くじによって落札予定者を決

定する。また、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代

わって入札事務に関係のない JAXA の職員にくじを引かせ落札予定者を決定

する。 

 

オ. JAXAは、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落

札金額、落札者の総合評価点等について公表するものとする。 

 

（３）落札者が決定しなかった場合の措置 

JAXAは、初回の入札において入札参加者がなかった場合、或いは必須審査項目

を全て満たした入札参加者がなかった場合は、事業範囲の変更を含め入札条件等

を見直した後、再度公告を行う。また、JAXAは、本業務を実施する時間が十分に

確保できない等、やむを得ない場合には、本業務を自ら実施すること等ができる。

この場合において、JAXAはその理由を公表するとともに官民競争入札等監理委員

会（以下「監理委員会」という。）に報告する。 

 

7. 本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項  
別紙２のとおり。 但し、入札準備及び提案書作成の参考として、過去の実施に

おける成果報告書、関連 JAXA技術資料等の閲覧を希望する場合は、秘密保持約款

同意書の提出を条件に閲覧できるものとする。 
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8. 民間事業者が JAXA に報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要

な措置、その他本業務の適正かつ確実な実施の確保のために民間事業者が講

ずべき事項 
 

（１）民間事業者が JAXA に報告すべき事項等 

 

①報告等 

ア.本業務に関して、JAXAに寄せられたクレームや問合せについて、JAXAから報告

を求められたときは、民間事業者はこれに応じなければならない。 

 

イ.本業務に関して、民間事業者に寄せられたクレームや問合せについて、民間事

業者はその内容及び対処方法を毎月末 JAXAに報告しなければならない。 

 

ウ.民間事業者は、本業務を実施するにあたり、契約履行期間中の事故の防止等、

利用者の安全衛生については十分配慮するとともに、事故等（セキュリティイ

ンシデントも含む）が発生した場合、迅速に対応するとともに、速やかに JAXA

に報告しなけれればならない。また、JAXA の求めに応じて、文書を作成し、提

出すること。 

 

②指示 

JAXAは、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要

があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示す

ることができるものとする。 

 

（２）秘密を適正に取り扱うために必要な措置 

 
①個人情報の保護 

民間事業者は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）に基づ

き、個人情報の適切な管理をしなければならない。また、民間事業者が本業務に

関して知り得た JAXA の保有個人情報についても適切な管理をしなければならな

い。 

その他、個人情報の取扱いに関する定めは、「秘密保全に関する特約（個人情

報の取扱いに関する特約）」によるものとする。 

 

②業務上知り得た秘密 

民間事業者で、その役職員その他本業務に従事する者又は従事していた者は、
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本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これら

の者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法律第 54 条により罰則の適用が

ある。 

 

（３） 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

 

①本業務の開始及び契約条件 

 

ア.民間事業者は、本業務の開始日から確実に業務を開始すること。 

 

イ.本契約の契約条件等は、本実施要項及び JAXA標準請負契約書によるものとする。 

 

②金品等の授受の禁止  

民間事業者は、本業務において金品等の授受を行ってはならない。 

 

③宣伝行為の禁止  

民間事業者及びその事業に従事する者は、JAXAの名称並びにシンボルマークを

本業務以外の民間事業者自らが行う事業の宣伝に無断で使用すること及び自ら

が行う業務が本業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をし

てはならない。 

 

④記録及び帳簿 

民間事業者は、本業務の実施状況に関する記録及び帳簿書類を作成し、本業務

を終了し又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して 5年間、保管しなけ

ればならない。 

 

⑤権利の譲渡等  

 

ア.民間事業者は、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡し

てはならない。  

 

イ.民間事業者は、本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触す

るときは、その責任において必要な措置を講じなければならない。 

 

⑧再委託の禁止等 
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ア.民間事業者は、本業務の実施にあたり、その全部を一括して第三者に委託し又

は請負わせてはならない。 

 

イ.民間事業者は、本業務の実施にあたり、その一部について再委託を行う場合は、

あらかじめ提案書において、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うこ

との合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収、その他管理運営

方法について記載しなければならない。 

 

ウ.民間事業者は、本業務契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合に

は、再委託先を明らかにした上で JAXA の承認を得なければならない。 

 

工.民間事業者は、上記イ.又はウ.により再委託を行う場合には、再委託先から必

要な報告を徴収することとする。 

 

オ.再委託先は、上記 8.(2）の①から④及び(3）の②から⑧までに掲げる事項につ

いては、民間事業者と同様の義務を負うものとする。 

 

⑨契約内容の変更  

JAXA及び民間事業者は、やむを得ない事由により契約の内容を変更しようとす

る場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの相手方の了承を得なけれ

ばならない。（JAXA 側の事由による変更としては、打上げあるいはペイロード開

発スケジュール等の変更に伴う審査イベントの増減や、当初想定していなかった

イベントの追加等を想定。） 

 

⑩契約の解除  

JAXAは、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することが

できる。この場合において、民間事業者は、当該契約金額の 100 分の 10 に相当

する金額を JAXA に納付するとともに、JAXA との協議に基づき、当該契約解除に

係る事務処理が完了するまでの間、責任をもって当該業務の処理を行わなければ

ならない。前記違約金の定めは、違約金額を超過する損害額についての損害賠償

を妨げるものではない。 

ただし、前記違約金の定めは違約金額を超過する損害額についての損害賠償及

び JAXAによる違約金額の減免を妨げるものではない。 

 

ア.偽りその他の不正の行為により落札者となったとき。 
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イ.文部科学省競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。 

 

ウ.契約に沿った本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができ

ないことが明らかになったとき。 

 

工.ウ.に掲げる場合のほか契約において定められた事項について重大な違反があ

ったとき。 

 

オ.法令又は契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁

をしたとき。 

 

力.法令又は契約に基づく指示（「8.民間事業者が JAXA に報告すべき事項、秘密を

適正に取り扱うために必要な措置、その他本業務の適正かつ確実な実施のため

に民間事業者が講ずべき事項」に掲げる措置を履行しなかった場合を含む。）に

違反したとき。 

 

キ.民間事業者又はその役職員その他本業務に従事する者が、本業務の実施に関し

て知り得た秘密を漏らし又は盗用した場合。 

 

ク.暴力団員を業務統括する者又は従業員としていることが明らかになった場合。 

 

ケ.暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになった場合。 

 

⑪損害賠償 

民間事業者は、民間事業者の故意又は過失によりJAXAに損害を与えたときは、

JAXAに対し、その損害について賠償する責任を負う。 

 

⑫不可抗力免責、危険負担 

民間事業者は、上記事項にかかわらず民間事業者の責に帰することができない

事由により本業務の全部又は一部の実施が遅滞又は不能となった場合には責任

を負わない。 

 

⑬契約の解釈 

契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と JAXA が
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協議する。 

 

 

9. 本業務を実施するにあたり第三者に損害を加えた場合における損害賠償 
 

（１）JAXA による求償 

JAXA が国家賠償法第 1 条第 1 項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったと

きは、JAXA は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の

発生について JAXAの責に帰すべき理由が存する場合は、JAXAが自ら賠償の責に任

ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができる。 

 

（２）民間事業者による求償 

民間事業者が民法第 709 条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合で

あって、当該損害の発生について JAXA の責に帰すべき理由が存するときは、当該

民間事業者は JAXAに対し、求償することができる。 

 

10.  業務の評価に関する事項 
 

（１）事業の実施状況に関する調査の時期 

JAXAは総務大臣が行う評価の時期（平成 31年度を予定）を踏まえ、本業務の実

施状況については平成 31年 3月末時点における状況を調査するものとする。 

 

（２）調査の実施方法 

民間事業者は対象事業の状況について取りまとめ、JAXA あてに報告するものと

する。 

なお、対象事業の状況の取りまとめのうち、必要な項目は（３）の項目である。 

 

（３）調査項目 

本業務に係る２．（３）の項目について把握する。 

 

（４）評価聴取等 

 

①上記調査を行うにあたり、本業務を実施する民間事業者は、本業務の実際の運営

に要した経費を記録、集計する。 

 

②上記（３）の調査項目について、本業務を実施する民間事業者とこれまで実施し
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てきた民間事業者との比較を行うこととし、評価方法については、外部有識者

の意見を聴くものとする。 

 

（５）実施状況等の提出 

JAXA は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本業務の実施状況等につい

て、（１）の評価を行うために、平成 31年 4月を目途に総務大臣及び監理委員会へ

提出するものとする。 

 

11.  その他本業務の実施に際し必要な事項 
 

（１）業務実施状況等の監理委員会への報告及び公表 

 

①業務実施状況等の監理委員会への報告 

JAXA は、本業務の実施状況について、８．（１）①の報告等を踏まえつつ、   

１０．に掲げる調査を行った後、速やかに監理委員会へ報告する。 

 

②立入検査、指示等の報告 

JAXAは、法第 26条及び第 27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った

場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会に通知

するものとする。 

 

（２）JAXA の監督体制 

 

①本契約に係る監督は、JAXA 安全・信頼性推進部自ら、指示その他の適切な方法

によって行うものとする。 

 

②本業務の実施状況に係る監督及び検査は、JAXA 安全・信頼性推進部が行う。 

 

（３）民間事業者の責務 

 

①委託事業に従事する者は刑法（明治 40年法律第 45号）その他の罰則の適用につ

いては、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

 

②民間事業者は、会計検査院法（昭和 22 年法律第 73 号）第 23 条第 1 項第 7 号に

規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第

25 条及び第 26条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は JAXA
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を通じて、資料又は報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがあ

る。 

 

③民間事業者は、法第 55条の規定に該当する場合は、30 万円以下の罰金に処され

ることとなる。 

なお、法第 56条に基づき、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第 55 条の規定に違反し

たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。 

 

④民間事業者は、本業務実施に当たっては、適用される法令、実施要項及び契約の

規定にしたがって適切に行うこと。 

 

⑤以下の文書は、本実施要項で規定する範囲を遂行するにあたって、遵守すべき基

本的事項である。本業務実施に当たっては、原則として契約時の最新版を適用

する。契約後、当該文書が改定された場合には、その適用について協議するも

のとする。 

なお、以下の文書は広く一般に公開する文書ではないため、入札準備にあたり

必要な民間事業者には秘密保持約款同意書の提出を条件に閲覧できるものとす

る。 

 

ア.検査実施要領 （安全・信頼性管理部長・契約部長通達第 16-1号） 

イ.CRM-103005 承認図等（コンフィギュレーション識別文書等）の承認手続 

ウ.PCX-03002  成果を報告する文書等の取扱いについて 

エ.環境への負荷の少ない物品調達に関する選定要領 

（経営企画部長・契約部長・安全・信頼性管理部長通達 16-1 号） 

 

また、提案書作成の参考として、過去の実施における成果報告書、関連 JAXA

技術資料等の閲覧を希望する場合も秘密保持約款同意書の提出を条件に閲覧

できるものとする。 
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「参考－１」：用語の説明 

 

安全・ミッション保証：Safety and Mission Assurance（S&MA）ライフサイクルの全て

にわたって、安全、信頼性、品質保証、ソフトウェア に係る技術設計、保証活動、

管理活動を実施することで、安全にかつ確実に所期の目的を達成させる。これに

より、第三者/要員の死傷、システムの機能喪失を防ぎ、プロジェクトのミッショ

ン達成の確実化を図る。 

システム安全：プロジェクト等の事業遂行に関する計画立案から整備、運用･実施、撤

収に至るシステムのライフサイクルの全段階を通じて運用効果、スケジュール、

及びコストへの配慮の下に安全を最適化し、事故等のリスクを合理的に可能な限

り小さくするため、工学及び管理の原理、基準及び手法を用いること。 

信頼性：アイテムが与えられた条件の下で、与えられた期間、要求機能を遂行できる能

力。 

品質保証：最終品目が規定された全ての品質要求に合致することの確信を得るために必

要な全ての活動の計画的、組織的な体系。 

ソフトウェア安全・開発保証：宇宙航空分野のソフトウェア開発において、開発プロセ

ス及び製品の要求・標準・手順への適合性を確実にする活動。 

FAA：米国連邦航空局（Federal Aviation Administration）のことで、公衆の安全や財

産の保護、国家のセキュリティ等を確保するために、民間航空機、民間ロケット・

人工衛星の開発、製造、運行、打上げ等々に関する国レベルの規則を制定し、航

空及び宇宙輸送の安全維持を行う組織。 

安全審査：システム等が安全要求に適合していることを含めハザードが漏れなく識別さ

れ、ハザードレポートに記載のハザード原因の制御及びその検証について、各開

発段階において評価・確認し、ハザードの残存リスクが許容できるレベルにある

ことを評価・確認するための審査 

安全審査委員会：副理事長を委員長とし、常勤理事等が委員として構成される JAXA の

トップレベルの委員会であり、JAXA の安全管理計画、人工衛星等の打上げ等に係

る安全、有人宇宙活動に係るシステム安全、JAXA の安全に係る規程・基準、等々

を審査する。 

システム安全審査部会：安全審査委員会の専門部会の一つであり、安全・信頼性推進部

長を部会長とし、各技術分野の専門家等を委員とする。安全審査委員会が実施す

る安全審査に先立ち、技術的な詳細な安全審査を実施してその結果を安全審査委

員会に附議する。JAXAが開発する人工衛星等のシステム安全、JAXAの射場から打

上げられる JAXA 外の人工衛星等の射場作業、打上げ並びに JAXA における試験を

審査対象とする。 

安全データパッケージ(SDP)：システム安全審査部会における安全審査に使用される審
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査対象資料のことで、ハザード解析結果を取り纏めたハザードレポートを中心と

して、システムやその運用に関する技術的な説明等を含んだ技術資料。 

ハザード：事故をもたらす要因が顕在または潜在する状態。（SDP：Safety Data Package） 

ハザードレポート：個々のハザードに関して設計担当者、システム安全担当者及びプロ

ジェクト担当者のリスク評価を受けるために、ひいては開発実施責任者に残存リ

スクに対する承認を得るためのハザード解析で実施された技術情報を文書化した

もの。 

安全検証追跡ログ(VTL)：ハザ－ドレポ－トの安全検証の完了の未確認事項に関してハ

ザードレポートの安全検証確認に替わり、その完了までの状況を適切に管理、確

認するための文書（VTL：Verification Tracking Log）。 

運用制御マトリクス(OCM)：ハザード原因の制御方法（対策）のうち、運用手法による

ものを取り纏めたリストで、運用制御が漏れなく運用手順に反映されたことを確

認する等の目的で使用される。安全データパッケージの一部をなす。 

CNES：フランス国立宇宙研究センター（The Centre National d’Etudes Spatiales : CNES） 

COMSTAC：FAAに編成された、Commercioal Space Transportation Advisory Committee 

(COMSTAC)のことで、米国の商業宇宙輸送に係る重要事項に関するアドバイスや勧

告を行う組織である。 

ORSAT-J：Orbital Re-entry Survivability Analysis Tool of Japan (ORSAT-J)は、NASA

の ORSAT ver.4 をベースに作成されたツールで、地上に達したデブリによるハザ

ードを評価するために使用される。 

IADC：Inter-Agency Space Debris Coordination Committee (IADC)のことで、欧米ア

ジアの主要宇宙機関がメンバーととなっており、デブリの研究やデブリの除去技

術等の国際協力に向けた、宇宙機関間の情報交換を主に行っている。 

ISO：International Organization for Standardization 国際標準化機構 
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「参考－２」：本業務のポンチ絵 

 

結果とりまとめ

ミッション保証

システム安全審査部会

安全審査委員会

プロジェクトの安全・ミッション保証(S&MA)活動

システム安全

「キ. S&MA技術研修」

安全設計/解析
へフィードバック

安全解析、SDP
のプロジェクトと
の事前調整

安全審査
プロセスの

改善

主要業務内容

海外機関との意見
交換・技術検討

研修へ
インプット

相互協力

安全審査へ
インプット

業務の流れ

業務タイトル

凡例

安全要求
文書の

作成・維持

商業打上
調査

スペース
デブリ発生
防止に係る

検討

ソフトウェア
安全評価
技術検討

部会での
事前評価
結果の報告

システム安全
部会開催支援

安全審査知見
作成・維持

安全審査委員
会開催支援

「エ. JAXAシステム安全審査
技術支援」

安全設計/解析
へフィードバック

研修へ
インプット

三極会合
開催支援

研修実施

「オ.安全審査委員会事務局
運営支援」

「ウ.安全要求及び
関連文書作成・維持」

「カ.安全・信頼性に係るＥＳＡ／
ＮＡＳＡ／ＪＡＸＡ三極会合支援」

安全審査の流れ

教材・講師の
準備
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