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宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、宇宙活動の安全確保をテーマとして宇宙ゴミ（デブリ）対策技術

の研究開発を進めています。デブリ対策技術の一つであるデブリ除去技術について共同研究および委託

研究の公募(Research Announcement: RA)を行います。下記の応募方法、選定方法などをご確

認のうえご応募ください。 

 

 

１． 研究公募の目的 

研究開発部門では、軌道上のデブリ抑制のため、高度 700km～1000km の混雑軌道にあ

る大型デブリ*1 を除去するシステムを研究しています。継続したデブリ除去事業を実現する上で

必要となる低コスト*2 なデブリ除去システム技術を獲得するため、10 年以内にデブリ除去シス

テム技術の実証を行う計画です。我が国がデブリ除去技術を獲得し、また将来のデブリ除去事

業化を目指し、下記の研究テーマについて、他の研究機関や大学、民間企業と協力してデブリ

除去実証システムを検討する研究（共同／委託）を公募いたします。 

 

(1) 低コストなデブリ除去システムの研究 

(2) デブリ除去に必要な要素技術の研究 

(3) デブリ除去の民間事業化に至るシナリオの研究 

 

各々目指す研究内容は別紙を参照ください。 

 

*1 大型デブリ：ロケット上段機や大型衛星など、質量が大きく、破砕した場合に大量のデブリ

を生じるもの 

*2 低コスト：20 億円以下で実現できることが当面の目標 

 

２． 研究契約条件 

（１） JAXA が指定する研究テーマに関する研究を対象とします。本研究公募により実施す

る研究内容は、非営利・平和目的に限ります。 

（２） JAXA と契約を締結することができる機関（学生を除く）、法人、または団体が対象

です。ただし、破産者で復権を得ない者及び警察当局から、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る者は

除きます。 

（３） 代表研究者は以下の責務を果たすこととします。 

・研究チームの統括 

・別紙の約款(無償または有償)の順守 

・デブリ除去要素技術実証あるいはシステム技術実証の設計に有用な情報の JAXA

への提供 

・JAXA 主催の成果報告会等への出席と研究の進捗／成果の報告、年度末におけ

る研究成果報告書の提出 

（４） 契約形態は別紙の約款を用いた共同研究契約(無償または有償)または委託研究

契約を原則とします。有償の共同研究契約または委託研究は、JAXA の調達契約に

関する基本的事項が「委託契約並びに支出を伴う共同研究契約に係る事務処理に

ついて」(EEX-15015)に基づき適用されます。なお、利益の計上は認められません。ま

た、間接経費(一般管理費)の計上も原則として認められません。 

(URL) http://stage.tksc.jaxa.jp/compe/fundamental_j.html 

http://stage.tksc.jaxa.jp/compe/pdf/form/28nendo/EEX-15015.pdf 

（５） 契約は別紙の約款(委託、無償または有償)によるものとし、約款に合意した上で提出

された提案書および選定後の共同研究契約申込書もしくは委託研究契約申込書に

対して、JAXA が承諾書を発行することにより代表研究者の所属機関と JAXA との契

約が成立します。 

（６） 提供可能な設計データを表 1 に示します。研究の内容を踏まえて提供するデータの範

囲を決定します。 

（７） 研究期間は平成 29-31 年度(最長で平成 32 年 3 月末)とします。ただし、有償の

共同研究契約または委託研究契約は、１年度単位で締結することとし、平成 30 年

度以降の契約については、JAXA の当該年度の予算が成立し、かつ当該年度の

JAXA 負担経費について JAXA と合意した場合に当該年度分の契約を締結します。 

（８） JAXA にとって有利と認められる場合には、本研究公募で指定された日付以後でも、

提案の提出または修正を受け付ける場合があります。 

（９） JAXA は自らの都合により、本研究公募を中止あるいは延期する場合があります。な

お、本研究公募の中止または予定延期に対し、JAXA はいかなる責任も負わないもの

とします。 

 

３． 応募方法 

共同研究あるいは委託研究を提案される方は、「研究提案書」に必要事項を記載の上、以下

の 6. 問合せ先の E-mail アドレス宛に PDF ファイル形式で E-mail によりご応募ください。E-

http://stage.tksc.jaxa.jp/compe/pdf/form/28nendo/EEX-15015.pdf


mail による提出が困難な場合は、提案書等一式を 1 部、ご郵送ください。 

なお、提出された提案書は選定のためにのみ使用されます。提出された提案書は返却しません。 

 

４． 選定方法 

(1) JAXA 担当部門にて提案書を査読審査により 1.(1)～(3)に対して成果が期待できる研

究を選定します。選定基準は以下の通りです。 

・研究公募の目的に合致し、研究目的に科学的・技術的視点でメリットがあること。 

・研究手法、期待する研究成果に妥当性があり、早期のシステム実証の実現性が期待で

きること。 

・期間内に研究目的を達成する見込みがあること。 

・研究目的の達成に必要な応募者の能力、実績、技術、設備があること。 

(2) 選定予定件数は 1.(1)～(3)に対してそれぞれ 3 件程度、全体で６，７件程度です。

複数の研究テーマに応募していただいても構いません。資金規模は年間 1,000 万円を上

限、採択数にもよりますが、平均 400 万円程度を想定しています。 

 

５． 今後の予定 

・提案書締切： 平成 29 年 10 月 13 日 

・選定結果通知、契約締結時期：平成 29 年 10 月末ごろ 

 

６． 問合せ先・研究提案書提出先 

宇宙航空研究開発機構 研究開発部門第二研究ユニット 岡本・河本 

E-mail アドレス: DEBRIS_2017@jaxa.jp 

〒182-8522 東京都調布市深大寺東町 7-44-1 調布航空宇宙センター 

以上 

  



（別紙）研究テーマの内容（案） 

 

（１） 低コストなデブリ（我が国由来のロケット上段）除去システムの研究 

我が国由来のデブリ（ロケット上段）を除去する事業を想定し、その事業で使用されるデブリ除去シ

ステムを目指した実証システムの研究とし、少なくとも提案される計画の中に以下に示す観点の一部が

含まれることを採択の前提とします。 

・デブリ除去システム実証ミッションのシナリオ 

・ミッションに向けて実証するべき技術の識別、技術実証要求 

・低コストな実証に向けた検討（プロジェクト構想や先行すべき技術開発／実証の提案等） 

 

（２） デブリ除去に必要な要素技術の研究 

将来的に、ロケット上段のみならず衛星デブリを除去することも想定し、デブリ除去システムの開発／運

用が『低コストになることをキーワード』 としてデブリ除去のための要素技術の研究提案を募集します。下

記は JAXA が期待する要素技術の例です。また、10 年以内を想定したデブリ除去実証に適用できるも

の*3 か、それよりも将来の技術かの識別をし、前者については、必要な技術実証手法と技術開発リスク

の識別およびその対処方針等を含めた計画を提案して下さい。 

・大型デブリ（ロケット上段／衛星）を捕獲する捕獲機構 

・軌道遷移技術 

・リエントリに要する推進力を最小化する技術 

 

*3 10 年以内を想定したデブリ除去実証に適用できる要素技術は、本公募研究の最終年度の成果と

して達成する技術成熟度（TRL）が 4 を目標としていただきます。TRL の定義については下記資料を

参照ください。 

https://ssl.tksc.jaxa.jp/isasse01/kanren/BDB/BDB06005A.pdf 

 

（３） デブリ除去の民間事業化に至るシナリオの研究 

 将来の公共事業、民間主体の事業さらにはデブリ除去の国際的な広がりを想定し、以下に示すような

シナリオ研究を募集いたします。 

   ・公共事業としての事業成立性検討やそれに至るシナリオ 

・民間事業としての事業成立性検討やそれに至るシナリオ 

・国際的な法制化や国際協力等、国としての提言に繋がる戦略シナリオ 

 

JAXA のデブリ除去構想については下記ウェブサイトをご参照ください。 

http://www.kenkai.jaxa.jp/research/debris/deb-removal.html 

 

 



【参考】 JAXA のデブリ対策に向けた技術開発構想 

 

JAXA は 「宇宙デブリ除去を新規宇宙事業として拓き、民間事業者が新たな市場を獲得する」ため

に、①軌道環境が改善され、宇宙資産の保護と宇宙開発の持続的発展を可能にすること、②軌道環

境の改善活動を市場とする民間事業が拡大し、我が国産業界が大きなシェアを獲得すること、を我が国

が目指す姿として研究開発構想を検討しています。（図１参照） 

 

 この構想は２つの道筋（図１中の A、B）で構成されるものとしており、今回の公募は特に B の道筋

に関わる技術と、国際ルールや公共事業、民間事業に向けたシナリオを対象にしております（図２のロー

ドマップに関わるもの）。ロードマップとして、既存のスペースデブリ除去に関する事業化を見据え、今後１

０年以内にデブリ除去システムとして軌道上の実証を目指しています（図 2 参照）。 

 

 

 

図１ 目指す姿に向けたシナリオ 

 

 

図２ ロードマップ 
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表１ 提供可能な設計データ（案） 

 

研究項目 提供可能な設計データ 備考 

(1) 低コストなデブリ除去シス

テムの研究 

・JAXA が検討するミッション定義 

・参考となるミッション機器の諸元 

（例）非協力接近用ミッション

機器の諸元、導電性テザーの諸

元、捕獲機構の諸元、等 

ミッション機器の諸元は参考とな

る諸元であり、応募者がミッショ

ン機器の検討を実施することを

制限するものではない。 

(2) デブリ除去に必要な要素

技術の研究 

・参考となるデブリ除去衛星シス

テム諸元 

（例）打上げ重量、除去対象

情報、ミッション必要速度増分、

等 

システム諸元は提供時の参考

データであり、（１）の研究の

進捗に応じて、見直しがかけら

れる場合がある。 

(3) デブリ除去の民間事業化

に至るシナリオの研究 

・参考となる除去対象リスト 除去対象リストは参考データで

あり、除去シナリオ上で決定さ

れているものではない。 

 

 


