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国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」における中型曝露実験アダプタ利用事業 

民間事業者選定のための RFP 骨子（ドラフト） 

 

1. RFP の目的 

国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の利用事業の中で、重点的に推進して

いるプラットフォームの１つである船外ポート利用プラットフォームのうち、中型曝露実

験アダプタ(i-SEEP)利用事業について、民間事業者のアイデアによりビジネスモデル

を創出し、持続的な需要の開拓により、軌道上実証サービス手段の一つとして定着さ

せ、最終的に事業者による事業の自立化(注 1)を目指すものである。 
 
(注 1) JAXA の補助なく、事業者自らが営利事業としてサービス提供している状況をいう。 

 

2. 事業自立化の要求 

(1) 要求概要 

事業者は、自ら「市場調査」、「ユーザ開拓」、「ユーザに対する技術支援（ユー

ザインテグレーション）（注 2）」、「搭載装置の打上げ・回収」、「利用運用」まで一貫

した作業を行い、国内外のユーザに対し、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼ

う」からの軌道上実証サービスを提供する。  

  

（注 2）ユーザインテグレーションとは、搭載装置の i-SEEP 搭載にあたり、当該装置が適切に

搭載できるようユーザへの開発支援、技術調整会の実施、i-SEEP と搭載装置の適合性

確認、安全審査の受審(支援)等のユーザが宇宙利用を可能とするユーザ支援作業全般

を指す。 

 

(2) 実施期間 

2019 年 3 月以降（契約締結後）から 2023 年 3 月末までの期間をかけて事業の

自立化を完了し、2023年 4 月以降、日本国の国際宇宙ステーション計画への参加

期間（現時点において 2024 年 12 月 31 日）までの間、自立化した事業として船外

ポート利用サービス提供事業を行うものとする。なお、2021 年度中を目途に受注・

実施実績を中間評価し、必要に応じて条件を見直す。  

 

3. 前提条件 

事業自立化にあたっての基本的な前提条件は、以下のとおりとする。詳細について

は、事業者選定後、事業者と JAXA との間で協議の上、取決めるものとする。 

 

(1) i-SEEP について 

i-SEEP(設置場所は図 1 の⑤、外観は図 2 参照)からユーザの搭載装置に対して、 

電力、通信等のリソースを提供する。i-SEEP とのインタフェース詳細については  

JMX-2013418 及び JX-ESPC-101600 による。i-SEEP には 100kg 級の 2 つの装置 

が設置できるよう設計されており、右半分にはハイビジョンカメラシステムが搭載され 

ている。 

なお、サービスイン時点では既に軌道上に設置されている i-SEEP を利用いただ 
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く予定であるが、将来的には、JAXA が新たに開発する i-SEEP-2(サバイバル電源

機能、冷媒供給機能を追加)に置き替える想定である。 
 

  
図１ 「きぼう」船外利用プラットフォーム    図 2 中型曝露実験アダプター(i-SEEP) 

 

(2) 提供するリソース 

2020 年 4 月以降、船外利用ポートのうち、EFU#5（図１の⑤）に設置されてい

る i-SEEP の 50%の利用権（図 3 の左側(青枠)）を提供する。なお、将来の受注

状況、ポートの空き状況により、将来的に割当率を増加させることも想定。 

 

 
図 3  i-SEEP の提供エリア 

 

(3) 利用にあたっての制約 

   i-SEEP 上の実験機器交換頻度：およそ半年に１回 

 

１つの実験期間は、上記頻度の制約から半年とする（1 つの実験装置を 1 年

や 2 年間連続して設置することは可能だが、1 ヶ月や 3 ヶ月単位の利用とすること
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はできない。）。本制約以外にも、事業を行うにあたり、クルータイムの制約並びに

エアロック及びロボットアームの使用制限があるため、搭載装置の交換時期につ

いては、都度 JAXA との調整が必要。 

 

(4) 将来の発展性について 

 i-SEEP を様々なユーザに使用してもらうよう小型ペイロードを搭載することが可

能とする共通的なインタフェース（図４）として実験ユニットを JAXA にて整備するこ

とを検討中である。今回の事業化においては 2020 年度より実験ユニットを提供す

ることを想定した企画提案も可能とする。本ユニットの利用にあたっては外部拠点

(2021 年度以降)からの運用を想定している。 

 また、事業者自身によるユーザの利便性向上を目的とした機器整備及び機能向

上も可能とする。 

 

             図４ 小型ペイロード搭載インタフェース概念検討図 

 

(5) 事業者の役割 

事業者は、以下の役割を、自らの責任で実施すること。なお、JAXA へ作業を委

託する場合の対価支払いは RFP 時に提示する 

 

① ユーザ候補に対する営業や案件開拓（注 3）を含む、i-SEEP の持続的な利用に

向けた新規需要創出 

② ユーザ機器と i-SEEP との適合性確認(注 4)、ISS ペイロード安全審査の受審支

援及びこれらに附随するユーザに対する技術的支援 

③ 利用リソース要求及びラベル申請（NASA 手続き）等の運用準備（注 5） 

④ 必要な資材の調達（注 6） 

⑤ ユーザ装置受領作業（注 7）、JAXA への引き渡し 

⑥ ユーザ装置の CTB バックへの収納及び射場への輸送（注 8） 
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⑦ ユーザ装置の「きぼう」への輸送及び地上への回収（必要時）（注 8） 

⑧ ユーザ装置の軌道上移設運用（注 8） 

⑨ ユーザ装置の運用支援（注 9） 

⑩ ユーザ装置の筑波宇宙センターからの運用（必要時）（注 8） 

⑪ ユーザが行うユーザ装置に係る官辺手続き（必要時）の管理 
 

(注 3) 海外の受注のため、海外企業等と連携することは構わない。ユーザの適格性評価も

含む。 

(注 4) 搭載するユーザ機器は i-SEEP との様々なインタフェースを満足する必要がある。詳

細は i-SEEP/実験装置インタフェース管理仕様書（JMX-2013418 ないし JX-ESPC-

101600)を参照のこと。なお、ユーザ機器と i-SEEP との機械・電気・通信インタフェー

スを検証するため、JAXA筑波宇宙センターにある i-SEEPグランドモデルを利用する

ことができる。 

(注 5) 利用リソース要求とはユーザ機器の打上げや宇宙飛行士の作業時間、「きぼう」で利

用する設備の利用枠を確保するための手続きをいう。ラベル申請はフライト品に宇

宙飛行士が識別可能なラベルを取り付けるためのラベル入手の申請をいう。事業者

がこのような運用準備を実施できるよう必要に応じ、2019 年度中は、技術の移管を

目的として、JAXA が無償で技術支援を提供することが可能である。 

(注 6)  MLI や i-SEEP に実験機器を取り付けるボルトはユーザ側で準備する必要がある。こ

れらの調達はユーザ利便性を向上させることを目的とし、事業者が調達・準備するこ

とが望まれる。また、実験ユニット筐体の調達も同様である。 

(注 7） 海外ユーザより実験機器を受領する場合、輸出入管理・通関処置含む。 

(注 8) 有償で JAXA が受託可能。 

(注 9) 運用にあたっては運用シナリオの作成、運用制約の識別、テレメトリ・コマンドリストの

整備、軌道上手順書源泉の準備等の作業が必要となる。事業者サービスとして事業

者が実施するか、ユーザの支援を事業者が行うこと。 

また、小型ペイロード搭載形態の場合は 2021 年度以降、外部拠点運用を想定

しており、地上系のソフトウェア並びに軌道上のソフトウェアの整備、維持を事業

者が実施（ないし、事業者から直接製造メーカに委託）することを想定。ただし、

2020 年度中は JAXA が無償で代替手段(つくば宇宙センターからの運用)を提供可

能。 

 

(6) JAXA の役割 

JAXA は、以下を実施する。 

① 事業者の自立化に向けた情報提供、技術的な助言、及び利用促進活動へ 

の協力（2019 年度） 

② i-SEEP の整備・提供 

③ 利用サービス向上に係る技術開発（小型ペイロード搭載に向けた実験ユニットの   

開発）及び安全審査等の効率化及び簡略化に向けた調整 

④ ISS ペイロード安全審査の実施（審査側） 

⑤ 前項(2)③～⑤に関する事業者及び ISS パートナーとの調整 

⑥ エレメントインテグレーション（統合熱解析等）、i-SEEP グランドモデルとの組合せ 

試験対応 

⑦ 「きぼう」及び i-SEEP の運用と維持管理（関連する軌道上クルー作業含む） 
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(7) JAXA の利用について 

EFU#5の左側半分は事業者が自由に利用できるが、運用開始時期の 10か月前

に申し込みがない場合（利用されていない場合）は軌道上リソースの効率的な利用

の観点から JAXA の実証ミッションもしくはきぼう利用の戦略的パートナーである東

京大学との連携ミッション等を実施する場合がある。  

 

(8) ISS 利用の制約について 

事業者は、以下の基本的禁止行為等の制約条件を遵守しつつ、様々なアイデア

の利用を行うことができる。 

① 公序良俗に反する利用 

② 宇宙基本法（2008 年 5 月 28 日法律第 43 号）第 2 条の宇宙の平和的利用に関

する基本理念に反する利用 

③ 政治又は宗教活動を目的とする利用又は内容である利用 

④ 条約、法律、法律に基づく命令、条例、規則制限に違反する利用 

⑤ 賭博・ギャンブル等射幸心を煽るもの又はそれらに類する利用 

⑥ 消費者等に損害を与える恐れのある利用、又は暴利をむさぼる恐れのある利用 

 

(9) その他 

① 事業者は、宇宙活動法、衛星リモセン法及び外為法に係る手続き等の各種官辺

手続きをユーザが遵守するよう管理を行う。 

② 事業からの撤退については、6 ヶ月以上前に JAXA へ連絡すること。 

③ 打上・軌道上実験・回収が失敗した場合、JAXA から事業者への補償はない。    

また、国際宇宙ステーション計画に参加する他の国の機関やその関係者が事業

者やユーザの事業や搭載装置に損害を与えた場合（逆に事業者やユーザが他

国の機関及びその関係者に損害を与えた場合）は、国際宇宙基地協力協定に基

づきクロスウェーバー（損害賠償の相互放棄）を適用する。 

④ 事業者自らがユーザ利便性向上を目的とした新規機構を開発する場合、JAXA

側で発生する作業経費（実証、運用準備、審査）については、費用分担等を別途

調整のうえ、取引基本契約書に反映する。 

⑤ 事業者とは船外ポートの将来利用計画を共有し、i-SEEP 以外のポート利用案件

の受注等、利用権の割当を超えた案件受注の可能性も事業の業務範囲に含め

る。 

⑥ 電力・通信を使わない材料曝露実験を i-SEEP で実施することも可能とする。この

場合、JAXA への支払いは電力・通信料は含まない。ただし、サンプル搭載用ケ

ースは事業者側で整備すること。 

⑦ 他の利用に悪影響を及ぼす可能性のある利用は、実施前にJAXAと事業者の間

で協議のうえ、実施内容の変更若しくは延期又は実施できない場合等がある。 

 

(10) 応募資格 

日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であること。 

（なお、他の法人と連携して事業を行う場合、当該他の法人として海外法人が参加

することは妨げない。） 
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(11) 選定基準 

選定基準として、評価基準プロセス及び事業者選定基準表を RFP 時に公示予

定。 

 

(12) 選定事業者数 

原則１事業者候補を選定する（今後変更になる可能性があります）。 

応募者がいない又はいずれの応募者も応募資格要件を満たしていない等

の理由により、適切な事業者が不在の場合は事業者を選定しない場合がある。 

 

(13) 中間評価 

提案された事業計画に対して、著しく実験実施並びに受注実績が乖離していな

いかを 2021 年度中に評価する。 

 

 

以 上 


