資料－８

Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業

入札説明書等に係る質疑・回答書

防衛省

注１：以下の資料におけるページ・行・項目名は平成 24 年 5 月 21 日に公告した「Ｘバン
ド衛星通信中継機能等の整備・運営事業」の各資料に対応しており、本入札説明書
の該当箇所と若干の異同があり得ることに留意すること。
注２：以下の資料における回答において訂正するとした該当箇所は、本入札説明書に反映
されている。

Ⅹバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業に関する入札説明書に係る質問（参加資格関係）に対する回答
No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

1

00_入札説明書

3

24

第3項(4)⑤

2

00_入札説明書

3

25

第3項(4)⑥

3

4

5

00_入札説明書

00_入札説明書

00_入札説明書

3

3

5

25

26

17

質問
回答
本事業衛星への保険付保等に係る作業支援を実施する企業が出 「本事業衛星への保険付保等に係る作業支援」は、「本
資する場合は「構成員」、出資しない場合は「協力企業」とい 事業の全般管理に関する業務」の一部であり、これをＳ
う認識でよろしいでしょうか？
ＰＣから直接受任し、若しくは請け負うことを予定する
場合は、応募者を構成することとなるため、出資の有無
に従い、構成員又は協力企業となります。
また、「本事業衛星への保険付保等に係る作業支援」を
実施する企業が、これを直接受任せず、かつ、請け負わ
ない場合であっても、(ｱ)「本事業の全般管理に関する
業務」の全部若しくは主たる部分全体を再受任し、若し
くは下請負することを予定する場合、(ｲ)入札説明書第
４項（１）②のただし書きに掲げる他の主要な業務の全
部若しくは一部をＳＰＣから直接受任し、若しくは請け
負うことを予定する場合、又は(ｳ)当該他の主要な業務
の全部若しくは主たる部分全体を再受任等することを予
定する場合も、応募者を構成することとなるため、構成
員又は協力企業となります。
他方、「本事業衛星への保険付保等に係る作業支援」を
実施する企業が、入札説明書第４項（１）②のただし書
きに掲げる主要な業務を直接受任等することなく、当該
付保等支援業務を全般管理企業から再受任し、又は下請
負する場合は、応募者を構成しないため、構成員又は協
力企業として本事業に参画することはできません。
ＳＰＣは、本事業を安定的・効率的に推進するために、プロ ご質問で例示された業務は「本事業の全般管理に関する
ジェクトマネジメント業務、ファイナンシャルアドバイザリー 業務」における統括マネジメント業務の一部に該当しま
業務、ＳＰＣの事務業務、経理業務等を委託することになりま す。
す。こういった業務は「⑥その他の業務」に該当するという理
解でよろしいでしょうか。

第3項(4)⑥

⑥その他の業務を実施する企業が出資する場合は「構成員」、 もっぱら「その他の業務」のみを受任し、又は請け負う
出資しない場合は「協力企業」という認識でよろしいでしょう ことを予定する企業は応募者を構成しません。したがっ
か？
て、もっぱら「その他の業務」のみを受任等することを
予定する企業は、構成員又は協力企業として本事業に参
画することはできません。

第3項(4)⑥

特別目的会社（事業者）財務経理等の会社管理業務を行う企業 財務経理等の会社管理業務は、「その他の業務」ではな
は、⑥その他業務に含まれるとの理解でよろしいでしょうか。 く、「本事業の全般管理に関する業務」に含まれます。
No.2の回答を併せて御参照ください。

第4項(1)

「⑥その他の業務」を行う企業の参加資格要件は、「４.競争 もっぱら「その他の業務」のみを受任し、又は請け負う
参加資格」の（１）と（２）を満足していればよろしいでしょ ことを予定する企業は応募者を構成しないため、入札説
うか。
明書に定める競争参加資格を満足する必要はありませ
ん。

1

No.
6

7

8

9

資料名
00_入札説明書

00_入札説明書

00_入札説明書

ﾍﾟｰｼﾞ

行

5

17

7

8

11

5

項目名
第4項(1)①

第4項(2)③

第4項(4)

00_入札説明書

8

5

第4項(4)

10 00_入札説明書

8

30

第4項(7)

質問
「応募者は、①～⑤に掲げる業務等の実施にあたり…構成され
る。」とありますが、「⑥その他の業務」を行う企業も構成員
又は協力企業として参画できるとの理解でよろしいでしょう
か。
「国から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこ
と。」とありますが、国の定義を明確にしていただけますで
しょうか（他の省庁含むのか、防衛省の部局のみなのか）。

回答
No.3の回答を御参照ください。

入札説明書における「国」とは防衛省を指します。この
ため、防衛省から指名停止の措置を受けている期間中の
者は本事業の応募者になることはできません。

建設会社が局舎の整備を事業者から直接請け負う場合、「建築 建設会社が局舎の整備のみを請け負う場合、御指摘のと
一式工事」（防衛省建設工事）のAだけで良く、「物品の製
おり、「建設一式工事」のＡ等級以上に格付けされた競
造」（全省庁統一規格）のAは不要と考えて良いでしょうか。 争参加資格を有することの他、入札説明書第４項（１）
基本的要件及び入札説明書第４項（２）共通の参加資格
要件が求められます。
ただし、この場合、応募者として局舎の整備を除いた残
余の「地上施設の整備に関する業務」をＳＰＣから直接
受任し、又は請け負う企業が別途存在し、かつ、当該企
業が入札説明書第４項（１）基本的要件及び入札説明書
第４項（２）共通の参加資格要件並びに平成22・23・24
年度防衛省競争参加資格（全省庁統一参加資格）「物品
の製造」のＡ等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域
の競争参加資格を有していることが必要です。
建設会社が局舎の整備を事業者から再委任又は下請負により受 必要です。ただし、局舎の整備を含む「地上施設の整備
任し、若しくは請け負って実施する場合も、「建築一式工事」 に関する業務」をＳＰＣから直接受任し、又は請け負う
（防衛省建設工事）のAが必要なのでしょうか。
企業が「建築一式工事」のＡ等級以上に格付けされた競
争参加資格を有しており、当該企業と御質問の建設会社
との関係が「一括下請負」に該当しない場合は、必要あ
りません。
本事業の全般管理に関する業務のうち、d. 本事業衛星への保 「本事業衛星への保険付保等に係る作業支援」を実施す
険付保等に係る作業支援を実施する企業も、衛星事業又はPFI る企業については、参加資格要件を定めておりません。
事業を統括的に管理した業務実績は必須でしょうか？
ただし、応募者として、「本事業の全般管理に関する業
務」の全部若しくは一部をＳＰＣから直接受任し若しく
は請け負い、又はその全部若しくは主たる部分全体を再
受任し、若しくは下請負いすることを予定する場合は、
入札説明書に定める競争参加資格を満足する必要があり
ます。

2

No.

資料名

11 00_入札説明書

12 00_入札説明書

ﾍﾟｰｼﾞ

行

8

30

8

30

項目名

質問
全般管理企業は要件①、②を満たすことが求められています
が、例えば、全般管理業務のうち、第３項（４）⑤aではな
く、bかdの何れかを事業者から直接請け負う企業についても、
当該要件①、②を満たす必要があるのでしょうか。

第4項(7)

第4項(7)

回答
「Ｘバンド衛星通信システムに係る技術支援」又は「本
事業衛星への保険付保等に係る作業支援」をＳＰＣから
直接請け負う企業は、「統括マネジメント業務」を含む
「本事業の全般管理に関する業務」を実施する企業を介
することなく、当該企業と並立して「本事業の全般管理
に関する業務」のうちの当該業務に関する部分を実施す
ることになります。
このため、御質問のケースに該当する企業は、ひとつの
業務である「本事業の全般管理に関する業務」を複数の
企業で分割して実施する場合において、当該業務の全部
又は一部をＳＰＣから直接受任し、又は請け負う企業の
一つとして位置付けられることとなるため、本事業への
応募者として、「本事業の全般管理を実施する企業」の
参加資格要件を満足することが求められます。

全般管理企業は要件①、②を満たすことが求められています 必要です。No.11の回答を併せて御参照ください。
が、例えば、全般管理業務のうち、第３項（４）⑤aではな
く、bかdの何れかを事業者から直接請け負う企業についても、
様式6-3を提出する必要性はあるのでしょうか。

3

Ⅹバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業に関する入札説明書に係る質問（参加資格関係以外）に対する回答
No.

1

2

3

4

5

6

資料名

00_入札説明書

00_入札説明書

00_入札説明書

00_入札説明書

00_入札説明書

00_入札説明書

ﾍﾟｰｼﾞ

行

3

29

3

3

4

4

4

29

29

18

18

25

項目名

第3項第4号⑦

第3項第4号⑦

第3項第4号⑦

第3項第7号

質問
回答
「なお、国は本事業衛星に対して打上げ保険及び寿命保険を付 国が付保する予定の打上げ保険及び寿命保険の詳細は現
保することを予定している。」とありますが、付保を予定（想 時点で決定していませんが、保険を付保する場合は、
定）されていらっしゃる保険契約の概要をご教示願います。 「事業契約書（案）」（資料－1）別紙8の冒頭のとお
り、事業者等が同種の保険を付保する必要性がないよう
保険設計する予定です。
「なお、国は本事業衛星に対して打上げ保険及び寿命保険を付 御理解のとおりです。国の保険付保状況によって、本事
保することを予定している。」とのことですが、結果として保 業の事業条件等が変わることはありません。
険を付保しない（できない）こととなった場合も本入札説明書
（添付資料を含む）に記載の事業条件には変更がないという理
解で宜しいでしょうか。
国が付保する予定の「打上げ保険」及び｢寿命保険」の内容
（被保険者の範囲、保険期間、保険金額、担保リスク、免責金
額、主な特約条項等）と、事業者に対する求償権放棄条項付帯
の可否につきご教示願います。

前段については、No.1の回答を御参照ください。
後段については、前段の観点から、国が当該保険を付保
する場合は、求償権不行使先に事業者等を指定すること
を予定しています。

「防衛省敷地外にバス管制局を整備する場合は、事業期間中及
び事業終了以降も当該施設は国に譲渡しない、いわゆるＢＯＯ
（Build-Own-Operate）方式により実施する。」とあります
が、事業終了以降は防衛省敷地外のバス管制局は事業者の裁量
で再利用、処分、廃棄等を行うことができるという理解で宜し
いでしょうか。
また、廃棄等行う場合には、当該廃棄等費用を本事業の費用
（サービス対価）として見込むことは問題ありませんでしょう
か。

前段については基本的に御理解のとおりです。ただし、
入札説明書第3項第5号のとおり、事業期間が終了するま
で又は本事業衛星全ての軌道外投棄が終了するまでのい
ずれか遅い時点までは、バス管制局を処分等することは
できません。
後段については、ＢＯＯ方式の場合であって、かつ、事
業終了時に廃棄等を行う計画であるときは、廃棄費用
等、バス管制業務を提供するにあたって必要となる合理
的な費用をサービス対価に含めてご提案ください。

第3項第7号

「防衛省敷地外にバス管制局を整備する場合は、事業期間中及 御質問の前段のとおりです。事業者がＢＯＯ方式により
び事業終了以降も当該施設は国に譲渡しない、いわゆるＢＯＯ 本事業で整備し、利用するバス管制局の管制設備・器材
（Build-Own-Operate）方式により実施する。」とあります
一式は事業者所有とする必要があります。
が、整備したバス管制局は必ず事業者自らが所有することが条
件となりますでしょうか。
又は、事業者からバス管制業務を直接受任する者がバス管制局
を整備・所有し、当該バス管制局によりバス管制業務を実施す
ることも可能でしょうか。

第3項第8号①

事業期間が延長される場合は、本ＰＦＩ事業も延長されるとい 事業期間の延長方法は現時点で決まっておりません。
うことでしょうか。それとも、本ＰＦＩ事業は終了となるもの
の、運用だけは延長されるということでしょうか。その場合、
事業者は、ＰＦＩ事業とは別に事業契約を実施する必要がある
ということでしょうか。

4

No.
7

8

9

10

11

12

資料名
00_入札説明書

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

16

21

3

4

4

4

4

28

7

8

33

33

項目名
第17項第3号③

第6条

第7条第2項

第7条第2項

質問
回答
「事業者が受け取るサービス対価が該当する国庫債務負担行為 公共施設等維持管理運営費の国庫債務負担行為設定額
設定額の範囲で計画され」とありますが、国庫債務負担行為設 は、「サービス対価の算定及び支払方法」（資料－4）
定額は、ご教示いただけますでしょうか。
第1第2項の表2注書きに提示のとおりです。
原則として、全てを書面で行うとなっているますが、「確
「事業契約書（案）」第6条第1項に掲げる各行為は、同
認」、「承認」、「指示」….の定義をご提示頂けますでしょ 契約の該当箇所にそれぞれ定める「発注者」及び「事業
うか。
者」間の意思表示並びに意思、観念及び事実等の通知を
それぞれ意味します。
「運用終了予定日」が延長される場合は、本ＰＦＩ事業も延長 各「運用終了予定日」は、各「本事業衛星」の「運用業
されるということでしょうか。それとも、本ＰＦＩ事業は終了 務」の終了予定日を指すので、「運用終了予定日」が延
となるものの、運用だけは延長されるということでしょうか。 長される場合は、本事業が延長されることになります。
その場合、事業者は、ＰＦＩ事業とは別に事業契約を実施する
必要があるということでしょうか。
運用終了予定日の延長に関しては、発注者単独で決定できるも 原文のとおりとします。ただし、「運用終了予定日」の
のではないものと思われます。従いまして「発注者の指定する 延長にあたっては「事業者」と事前協議のうえ、「発注
日」ではなく、「発注者と事業者の協議によって定められた 者」が決定します。
日」へと変更していただくようご検討頂けますでしょうか。
本事業衛星1号機と2号機の引渡しの期間は約1年の間隔があり
ますので、保証金額は1,2号機それぞれに別個算定するするこ
とが可能であると理解してかまいませんか。あるいは2号機の
調達業務が開始するまでの当初1年間程度の期間における保証
金額は1号機の整備費用相当額の１０％とすることは可能です
か。

第9条で求める契約保証は事業契約単位で考えるもので
あり、「1号機」及び「2号機」両方の「整備調達業務」
に係る履行の保証を求めています。したがって、保証金
額の内訳として「1号機」及び「2号機」の相当分を御計
算いただくこと自体は差支えありませんが、要請してい
る保証金額・対象期間は第9条に記載のとおりとなるた
め、御質問の後段については可能ではありません。
なお、入札説明書第3項第3号中及び業務要求水準書第1
部第2中の「1号機」及び「2号機」の定義を「これらの
後継機（以下、平成27年度の引渡しを予定する機を「１
号機」、平成28年度の引渡しを予定する機を「２号機」
といい、両機を総称して「本事業衛星」という。）」に
訂正します。

本事業衛星の引渡し時が”リフトオフ(点火)”時であることか
ら、保証金額には「打ち上げ費用」「軌道上での性能試験費
用」等を除く本事業衛星等整備費とすることでかまいません
か。

原文のとおり、保証金額は「本事業衛星等整備費」
（「割賦手数料」を除く。）の10分の1以上に相当する
額とします。当該費用に「打上費用」は含まれています
が、「軌道上での初期性能確認試験費用」は含まれてい
ません。

第9条第2項

第9条第2項

5

No.

13

14

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
15
（案）

01_事業契約書
16
（案）

17

18

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

4

33

5

6

6

6

7

10

14

31

33

22

項目名

質問
履行保証保険の契約者が選定企業の場合(被保険者は事業者)、
選定企業が複数の場合はそれぞれの選定企業がそれぞれの業務
範囲についての履行保証保険を付保することが出来ると判断し
てかまいませんか。

回答
「事業者」による付保を原則として想定していますが、
「事業者」から直接業務を受任し、又は請負う場合であ
れば、履行保証保険の契約者は「選定企業」でも構いま
せん。
ただし、複数の「選定企業」が個々に契約するであって
も、保証金額又は保険金額として「本事業衛星等整備
費」（「割賦手数料」を除く。）の10分の1以上に相当
する額全額が保証される必要があります。

第10条第1項

本事業に関する融資に係る金融機関から、事業契約書等の事業
者の契約上の地位及び権利その他の資産（地上施設、事業者に
対する債権、代表企業・構成員が有する事業者の株式等）を担
保に供することを求められることが考えられますが、この場
合、発注者が当該担保提供及び（必要に応じて）対抗要件具備
のための承諾を行っていただくことが想定されているとの理解
でよいでしょうか。（第87条第1項、附則第1条第2項、附則第2
条、基本協定書第5条第3項第2号についても同様です。）

「事業者」の本契約上の地位、権利、資産に対する担保
権設定及び対抗要件の具備を承諾するか否かは、実際に
承諾依頼があった時点で決定します。
ただし、ＰＦＩ事業における資金調達においては、事業
者の株式等に対する担保権の設定が一般的であると認識
しています。

第13条第2項

事業者から発注者への著作物等の使用権の付与に際しては、当 原文のとおりとしますが、使用権の行使にあたっては
該著作物等の利用の範囲を限定していただけますでしょうか。 「事業者」と協議の上、利用の範囲等を決定することと
します。

第14条第2項

「事業者」の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらずと 御指摘及び質問No.17を踏まえ、No.17の回答のとおり、
あるが、後のただし書き以降の限定では責任範囲が広すぎるの 第14条第2項を訂正します。
で、「発注者」の責めに帰すべき事由のある場合を除き、と変
更することを検討頂けませんでしょうか。

第9条第2項

第14条第2項

第15条第5項

発注者が調達する1号機の中継器及び中継器等管制局機材の一
部につき第三者の有する知的財産権等を侵害していた場合に
は、本項但書に該当し、事業者は損害賠償義務を負わないとい
う理解でよいでしょうか。

御理解のとおりです。御指摘を踏まえ、第14条第2項た
だし書きを「ただし、「事業者」の当該侵害が、「発注
者」の特に指定する工事材料、施工方法、維持管理方法
若しくは運用方法等を使用したことに起因する場合、又
は「発注者」が調達する「1号機」の「中継器等」若し
くは「中継器等管制局」器材の一部に起因する場合は、
この限りでない。」に訂正します。

遅滞なく発注者に提出が要求されている締結済み(または変更 再委任又は下請負については、第17条第1項が適用され
済み)契約書は、事業者の締結する契約書であり、一部再委任 ます。
の際の、下請け負い契約を含む、全契約書ではないとの理解で
よろしいでしょうか。

6

No.

19

20

21

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

7

38

第16条第2項

7

8

38

31

質問
「本事業衛星」の打上げの実施又は延期に関して「打上企業」
及び「打上関連企業」に生じた費用又は損害を「事業者」及び
「調達企業」が原則として一切負担しない旨規定させなければ
ならない、とありますが、実施方針のリスク分担表における
「打上失敗リスク」や「引渡遅延リスク」、「運用開始遅延リ
スク」の全てを「打上企業」及び「打上関連企業」が引き受け
るということでしょうか。

回答
御質問に例示のある「打上失敗リスク」、「引渡遅延リ
スク」、「運用開始遅延リスク」等のリスク分担は「事
業契約書（案）」（資料－1）の各条項に規定している
とおりであり、第16条第2項の規定は、「打上企業」又
は「打上関連企業」にこれらのリスクのすべてを負担さ
せることではなく、打上契約における賠償責任の相互放
棄その他の手法により、「「打上企業」及び「打上関連
企業」に生じた費用又は損害」を「事業者」及び「調達
企業」が原則として一切負担しないように手当てしてい
ただくことを求めるものです。

第16条第2項

打上の実施又は延期に関して打上企業及び打上関連企業に発生
した損害を、発注者及び事業者が 一切負担しない旨規定させ
ることが義務付けられておりますが、当該規定を打上企業に承
諾させられない可能性があります。また、打上げサービス契約
締結時に、当該規定を包含することによって、打上げサービス
費用の増加に繋がってしまった場合、当該費用は発注者にてご
負担頂けるとの理解でよろしいでしょうか。

第16条第2項は契約条件ですので、当該規定を承諾する
「打上企業」を「事業者」及び「調達企業」は選定する
必要があります。そのため、打上サービス契約締結時に
想定外の増加費用が発生したとしても「発注者」は当該
増加費用を一切負担しません。No.19の回答も併せて御
参照ください。

第19条

「事業者」は、「相乗事業者」の行為に関する一切の責任を負
うもの…という記載があります。「相乗事業者」の帰責により
本事業の継続が困難となった場合は、「事業者」帰責により継
続困難となった場合同様、「本事業衛星等整備費」は「発注
者」から一括、若しくは分割で支払われる、という認識で宜し
いでしょうか。

御理解のとおりです。ただし、第25条第2項の規定によ
り、「発注者」は、「本事業衛星等整備費」を含む
「サービス対価」の一部又は全部を契約解除に係る違約
金等の「発注者」が「事業者」に対して有する債権と相
殺できる点に御留意下さい。

第19条の規定にかかわらず、別紙8では相乗り事業者に関する 「相乗事業者」が付す保険について、御理解のとおりで
規定は一切ないため、全て事業者側の任意と判断してかまいま す。当該保険の付保対象・条件に国は関知しません。
せんか。
No.190の回答を併せて御参照ください。

01_事業契約書
22
（案）

8

31

第19条

23

01_事業契約書
（案）

10

34

第24条第4項

24

01_事業契約書
（案）

11

4

第25条第2項

25

01_事業契約書
（案）

11

31

第28条

実施確認前に、事前通知と事業者等の事前通知を行うことを検 事前通知を行う場合もありますが、通知せずに行う場合
討頂けませんでしょうか。
もあります。
相殺条項を両者にすることを検討頂けませんでしょうか。

原文のとおりとします。

『「本事業」に関連して生じる租税公課』のうち、発注者が調 具体的には想定されませんが、「事業者」が本事業を履
達する1号機の中継器及び中継器等管制局機材については、発 行するにあたって、「1号機」に係る「中継器等」又は
注者が負担するという理解でよいでしょうか。
「中継器等管制局」器材の一部に関連する租税公課の発
生が見込まれる場合は、当該費用を予めサービス対価に
計上して、入札価格を算定してください。仮に当該費用
が事後的に発生しても、第35条第4項に基づき「法令等
の変更等」を理由として「発注者」が負担する場合を除
き、第28条のとおり「発注者」は一切負担しません。

7

No.

26

27

28

29

資料名
01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

11

36

第29条第2項

12

12

12

3

13

13

質問
「業務上の著しい負担及び過大な費用が発生しない限り」につ
いて、どのような状況を想定されているかご教示下さい。要求
水準に記載されていないもので、事業者として負担し得ない費
用が発生した場合は、発注者負担として頂きたくお願いしま
す。

回答
現時点で具体的な事例は想定されませんが、業務上の著
しい負担及び過大な費用が発生し、「本事業」の継続に
影響を及ぼすような事態の場合は、No.27の回答のとお
り「事業者」と協議の上、「発注者」が決定することを
想定しています。

第29条第2項

『著しい負担及び過大な費用』とあるが、定量的に定義してい 「事業者」に可能な限り協力していただくことを想定し
ただくことは可能でしょうか。
ておりますが、それが業務上の著しい負担及び過大な費
用に当たるかどうかは、協力の程度によっても異なるた
め、一律に基準を決めることは困難と考えております。
ただし、当該判断においては、金額の多寡だけでなく、
新たな人員の手配の必要性や継続的な業務の発生等も勘
案して、「事業者」と協議の上、「発注者」が決定する
ことを想定しています。

第30条

事業者の付保すべき工事保険や財産保険の目的の範囲には国か 「事業者」の付保した各種保険に係る保険金請求権に対
らの支給品が含まれ、さらに被保険者の範囲には国を含めてい する質権設定を承諾するか否かは、実際に承諾依頼が
ますが、これらの各種保険証券につき金融機関のために質権設 あった時点で各保険の内容等を考慮し決定します。
定を認めていただけるものと判断してかまいませんか。

第30条第2項

不可抗力損害が発生した場合で、第30条第2項により、事業者
が別紙８に定めるものの他、自己の責任と費用負担により任意
に付保された保険によりてん補される金額がある場合は別紙９
第3項に定める”事業者が負担すべき金額（施設整備費の１％
相当額)に充当することが出来ると判断してかまいませんか
（去る2011年11月の貴省質問回答NO.233では全体の不可抗力損
害から控除となっていますが)。特に、事業者提案による任意
保険や、構成員･協力企業が自己のリスクヘッジのためにあら
かじめ年間包括契約等で付保している保険及び企業費用利益保
険等の間接損害をカバーするための保険等については事業者負
担損害に充当できるものと考えますがいかがでしょうか。

「事業契約書（案）」（資料－1）別紙9第3項の本文中
に記載のあるとおり、実施方針時の回答を踏まえて、
「『不可抗力』による追加費用及び損害額（「事業者」
が「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険
金額を除く。）」としていますので、御質問の保険によ
り填補される金額についても、追加費用及び損害額から
控除します。

30

01_事業契約書
（案）

12

14

第30条第1項

別紙８に定める保険全て（保証を付した場合の履行保証保険を 御理解のとおりです。各保険に関連する業務の費用とし
除く）の加入が義務ということでしょうか。「自らの責任及び て「サービス対価」に含めてください。
費用負担により」とありますが、保険料はサービス対価（「地
上施設整備費」、「その他の費用」）に含めてよいとの理解で
よろしいでしょうか。

31

01_事業契約書
（案）

12

24

第30条第4項

発注者の保険付保作業に必要な支援とは具体的にどのようなも 「業務要求水準書」（資料－2）第2部第5第4項及び
のを指すのでしょうか。
No.240の回答を御参照ください。

32

01_事業契約書
（案）

12

26

第30条第5項

発注者の保険付保作業に必要な支援とは具体的にどのようなも 「業務要求水準書」（資料－2）第2部第5第4項及び
のを指すのでしょうか。
No.240の回答を御参照ください。

8

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

質問
回答
『｢発注者｣が合理的な変更を定め、｢事業者｣はこれに従わなけ 原文のとおりとします。
ればならない。』とありますが、第三者機関に判断を委ねる等
の内容に変更して頂けますでしょうか。（例えば”裁判によっ
て決する”等）

33

01_事業契約書
（案）

12

37

第31条第3項

34

01_事業契約書
（案）

13

7

第31条第5項

7

発注者と事業者の協調が伴わない場合の「要求水準書」の変更 第5項は「事業者」発意の「要求水準」の変更の場合な
第31条第5項（第3 について、第３項の内容を第５項に合わせることを検討頂けま ので、原文のとおりとします。
項）
せんでしょうか。

01_事業契約書
35
（案）

36

37

38

39

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

13

13

13

13

13

7

第31条第5項

『前項における・・・「要求水準」の変更はなされない。』と 原文のとおりとします。
ありますが、第三者機関に判断を委ねる等の内容に変更して頂
けますでしょうか。

「協議が調わない場合」とありますが、協議期間について想定 現時点で協議期間の時限は想定されませんが、当該時点
されている時限があればご教示下さい。
で「要求水準」の変更内容及び本事業に及ぼす影響等を
考慮し、「発注者」が協議期間を定める場合がありま
す。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施又は延期に関して、
「打上企業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害
が生じても、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企
業」自らが負担することを求めています。No.19の回答
も併せて御参照ください。

10

第32条第4項

15

同条第４項における「合理的な」増加費用の「合理的な」につ 原文のとおりとします。
いては、第２項にあわせ削除してはどうか。また、これ以降、
発注者の負担すべき増加費用には全て「合理的な」という文言
第32条第2項（第4 が入っているので、事業者の負担すべき増加費用とあわせては
項）
どうか。また、同条第４項において、事業者の逸失利益を排除
しているのにあわせ、第２条で発注者の逸失利益も排除しては
どうか。

21

第32条第4項

「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。

9

「中継器等製造請負契約」及び「官給管制器材製造請負
契約」の閲覧を希望する者は「様式集及び記載要領」
（資料－3）様式１に必要事項を記載の上、入札説明書
第5項の担当部局に提出してください。なお、いずれの
契約も防衛省装備施設本部の「製造請負契約」を適用し
ており、当該契約雛型は防衛省ホームページより取得で
きます。

No.

40

41

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

13

21

第32条第4項

13

23

第32条第4項

質問
回答
発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除頂けないでしょうか。
発注者が負担する事業者に発生する合理的な費用及び損害に
は、事業者が融資金融機関に対して支払う遅延利息、ブレーク
ファンディングコスト等の金融費用が含まれるという理解でよ
いでしょうか。（第35条第4項、第36条第4項、第37条第3項、
第47条第2項第1号、第57条第1項、第62条第5項、第71条第1項
第1号、第73条第5項第1号、第89条第2項第1号、第91条第1項第
1号、第95条第5項、第97条第1項第1号、第101条第5項、第101
条第6項、第108条第2項、第111条第2項についても同様で
す。）

「事業者」に発生する合理的な増加費用には、合理的な
金融費用も含まれます。それ以外の箇所についても、合
理的な金融費用の発生が避けられない場合は、基本的に
合理的な増加費用に含まれます。
ただし、法令変更に関連する合理的な増加費用（第35条
第4項及び第101条第6項）については、第35条第4項各号
に従います。また、御質問の第57条第1項については、
第一号に限り含まれます。
なお、提案に当たっては、「様式集及び記載要領」（資
料－３）別表①A-5に係る「記載上の留意事項」に規定
のとおり「整備調達期間」中における要求水準の変更等
に伴う合理的な金融費用の発生を抑制できるような提案
を行ってください。

42

01_事業契約書
（案）

13

24

第32条第4項

「「事業者」に発生する合理的な増加費用及び損害」には、 No.41の回答を御参照ください。
「「事業者」に発生する合理的な金融費用」も含まれるという
理解で宜しいでしょうか。
【本事業契約書（案）内の全ての同の表現について同様に質問
致します。】

43

01_事業契約書
（案）

13

26

第32条第4項

「中継器等製造者」又は「官給管制器材製造者」の責めに帰す No.40の回答を御参照ください。
べき事由による場合に、「発注者」が負担する増加費用が限定
されていますが、この限定は外して頂けませんでしょうか。

44

01_事業契約書
（案）

13

28

第32条第4項

45

01_事業契約書
（案）

13

28

第32条第4項

「発注者」が負担する増加費用は、「中継器等製造契約」又は No.39の回答を御参照ください。
「官給管制器材製造契約」に基づき「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」が「発注者」に対して責任を負うべき
範囲（「事業者」に発生した合理的な金融費用を含む。）に限
定されるとのことですが、「事業者」は当該内容を知り得るこ
とができないので、それぞれの契約を開示していただけますで
しょうか。
「中継器等製造契約」又は「官給管制器材製造契約」では、 御理解のとおりです。
「発注者」に発生した増加費用に「合理的な金融費用」も含ま
れているとの理解でよろしいでしょうか。

10

No.

46

47

48

49

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
50
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

13

30

第32条第4項

14

14

14

14

19

27

31

31

質問
回答
「（「事業者」に発生した合理的な金融費用を含む。）」とあ No.45の回答を御参照ください。
りますが、「「中継器等製造者」又は「官給管制器材製造者」
が「発注者」に対して責任を負うべき範囲」内において「「事
業者」に発生した合理的な金融費用」を発注者にてご負担頂け
るということで宜しいでしょうか。
又は、「「中継器等製造者」又は「官給管制器材製造者」が
「発注者」に対して責任を負うべき範囲」に加えて、別途、
「「事業者」に発生した合理的な金融費用」を発注者様にご負
担頂けるということでしょうか。
【第37条第3項、第47条第2項第1号、第57条第1項第1号、第71
条第1号第1項、第73条第5項第1号、第89条第1項第1号、第91条
第1項第1号、第94条第1項第1号、第97条第1項第1号について同
様に質問致します。】

第34条第1項

事業者が、通常避けることのできない騒音、振動、光害、地盤
沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、悪臭、電波障害又
は交通渋滞等の理由により第三者に損害を及ぼした場合にも、
事業者が当該第三者に対して、当該損害を賠償するとのことで
すが、この場合は不可抗力と同じ扱いとする様、変更頂けませ
んでしょうか。

第34条第3項

条約に基づいて「発注者」が賠償した場合で、当該損害が「事 「発注者」が求償できる範囲を予め限定することはあり
業者」の責に帰すべき場合は、「事業者」が補償する、とあり ません。
ますが、「事業者」が補償する場合において損害額が多額にな
ることが想定されるため、国からの求償の範囲は合理的な範囲
に限定されると理解してよろしいでしょうか。

第34条第4項

第34条第4項

第三者の損害が各「本事業衛星」の「引渡日」から1年が経過
した日以降における「本事業衛星」の所有、使用又は管理に関
する事象に起因して生じた場合であって、当該事象について
「事業者」に故意又は重過失がないことを第99条第1項の例に
より「事業者」が証明したときは、「発注者」が当該第三者に
対して損害を賠償する、とあります。本項は引渡日から1年が
経過した日以降について定められていますが、1年以内に生じ
た損害については第1項ないし第3項が適用されると解すること
ができます。この場合「発注者」が支払った額が全額補償の対
象となるため、多額になることが想定されます。引渡日から1
年以内の取扱について、補償範囲を限定することはできないで
しょうか。
本事業衛星の引渡し時から1年未満の期間における事業者の責
（故意、重過失以外)に起因する第三者損害とは具体的にどの
ような損害を想定されていますか。

11

「事業者」が「本事業」に係る業務を一括して実施する
ものであり、通常避け得ない事象の発生の有無、程度等
についても「事業者」において適切に想定することが可
能であると認識されるため、原文のとおりとします。

No.48の回答を御参照ください。なお、各「本事業衛
星」の「引渡日」から1年以内については、「事業契約
書（案）」（資料－1）別紙8第2項（1）①の規定により
打上げに係る第三者賠償責任保険を付保することを義務
付けています。

打上げの実施に係る第三者損害が想定されますが、これ
に限りません。

No.

51

資料名
01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
52
（案）

53

54

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

14

34

第34条第4項

14

16

16

35

5

5

第34条第4項

第36条

不可抗力損害が発生した場合で、第30条第2項により、事業者 No.29の回答を御参照ください。
が別紙８に定めるものの他、自己の責任と費用負担により任意
に付保された保険によりてん補される金額がある場合は別紙９
第3項に定める”事業者が負担すべき金額（施設整備費の１％
相当額)に充当することが出来ると判断してかまいませんか
（去る2011年11月の貴省質問回答NO.233では全体の不可抗力損
害から控除となっていますが)。特に、事業者提案による任意
保険や、構成員･協力企業が自己のリスクヘッジのためにあら
かじめ年間包括契約等で付保している保険及び企業費用利益保
険等の間接損害をカバーするための保険等については事業者負
担損害に充当できるものと考えますがいかがでしょうか。
念の為の確認ですが、「不可抗力により履行不能となった義務 「不可抗力」により不履行となった業務については、第
について、本契約に基づく履行義務を免れる」に関して、発注 36条第5項及び第95条第6項に基づき「サービス対価」を
者によるサービス対価の支払義務は、不可抗力を理由として免 減額します。
れることは無い、との理解でよろしいでしょうか。

16

10

第36条第1項

56

01_事業契約書
（案）

16

13

第36条第2項

57

01_事業契約書
（案）

16

15

第36条第2項

16

15

御理解のとおりです。御指摘の部分を「当該事象につい
て「事業者」に故意又は重過失がないことを第99条第2
項の例により」に訂正します。

第36条

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

回答
一般に、「故意」とは、結果の発生を認識しながらそれ
を容認して行う心理状態、「重過失」とは、結果発生に
つき著しい注意義務違反が認められる場合をいいます
が、これに該当するかは、それぞれの事象について個別
具体的に判断されることとなります。

去る2011年11月の貴省質問回答NO.９０では”不可抗力により 第109条及び第112条を御参照ください。
契約解除された場合相手方に対して損害賠償の請求を行うこと
ができる”とされ、具体的な扱いについては必要に応じて入札
公告において示されることとなっておりましたが、求償できる
損害の種類、法的根拠等につきご教示ください。

55

58

質問
本事業契約書（案）における（「事業者」の）「故意又は重過
失」の定義、考え方又は具体的に想定される事象（該当する/
しない場合）等をお示し願います。
（本事業契約書（案）内の「故意又は重過失」が条項に応じて
考え方等が異なる場合には、それぞれについてご教示願いま
す。）
「～を第99 条第1 項の例により～」とありますが、第99条第2
項第1号及び第2号を指しているという理解で宜しいでしょう
か。

第36条第2項

「発注者」と「発注者」が認める第三者で、「不可抗力」に該 「発注者」が認める第三者に関しては、「不可抗力」の
当することを証明するための契約を別途締結するのでしょう 発生状況等を踏まえて当該時点で判断します。
か？
発注者が認める第三者ではなく、発注者および事業者の両者が 原文のとおりとします。
認める第三者にしてはどうでしょうか。
「「発注者」が認める第三者により、当該事象が「不可抗力」 No.57の回答を御参照ください。
に該当することの証明を受けなければならない。」とあります
が、第三者の決定にあたっては、発注者と事業者とが協議を行
なう様、変更頂くことは可能でしょうか。

12

No.
59

資料名
01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

16

15

第36条第2項

質問
回答
「「発注者」及び「事業者」の双方と利害関係を有しない者で 例えば、その事象に関して専門的知見を有すると「発注
あって「発注者」が認める第三者」とはどのような機関等とな 者」が認める独立の第三者機関等（有識者委員会等）を
りますでしょうか。考え方や例示でも結構ですのでお示し願い 想定しています。
ます。
『「発注者」が認める第三者により、当該事象が「不可抗力」 例えば、その事象に関して専門的知見を有すると「発注
に該当することの証明』とは、どのようなものを想定されてい 者」が認める独立の第三者機関等により、当該事象の発
るか、考え方をお示し頂けますでしょうか。
生が「不可抗力」により生じたものと合理的な説明がな
された場合には、当該事象が「不可抗力」に該当するも
のと考えます。

60

01_事業契約書
（案）

16

16

第36条第2項

61

01_事業契約書
（案）

16

17

第36条第2項

「第三者」とはどのような機関等となりますでしょうか。考え No.59の回答を御参照ください。
方や例示でも結構ですのでお示し願います。

62

01_事業契約書
（案）

16

23

第36条第4項

「発注者」が認める第三者とは、具体的にどのような者を想定 No.59の回答を御参照ください。
していますでしょうか。

63

64

65

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

17

17

17

10

10

10

第37条第3項

第37条第3項

第37条第3項

「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

No.39の回答を御参照ください。

原文のとおりとします。なお、第16条第2項では、「本
事業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの延期を含む本事業の一時
中断に関して、「打上企業」又は「打上関連企業」に増
加費用及び損害が生じても、当該費用は「打上企業」又
は「打上関連企業」自らが負担することを求めていま
す。No.19の回答もあわせて御参照ください。

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除頂けないでしょうか。

13

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

66

01_事業契約書
（案）

17

25

第37条第5項

67

01_事業契約書
（案）

18

3

第38条第1項

68

69

70

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
71
（案）

18

18

18

18

4

13

16

17

第38条

質問
ご確認までですが、「事業者」が負担する「発注者」に発生し
た増加費用及び損害は、「中継器等製造請負契約」及び「官給
管制器材製造請負契約」において「発注者」が負担する必要が
ある増加費用及び損害のみに限られ、その他の「発注者」に発
生した増加費用及び損害は「事業者」は負担する必要はない、
という理解で宜しいでしょうか。
【第47条第3項、第57条第2項、第71条第2項について同様に質
問致します。】

関係者協議会の構成メンバーとしては、「選定企業」は必須で 原文のとおりとしますが、議題に応じて適宜関連する
はなく任意、との理解でよろしいでしょうか。
「選定企業」も出席ください。
関係者協議会と第46条他で記載されている連絡会議との違いを 「連絡会議」は「業務要求水準書」（資料－2）第1部第
ご教示ください。
3のとおり、本事業の「各業務」を実施するにあたり、
「事業者」が「発注者」と間で調整・報告する会議体で
す。
発注者から提供を受ける資料等について、事業者が一切の責任
を負担するとありますが、当該資料等に第三者の権利侵害等が
あった場合、発注者の費用及び責任において対応がなされると
理解してよいでしょうか。

「事業者」が当該資料による第三者の権利侵害等の可能
性を認識していた場合や、これを容易に認識し得たにも
かかわらず対応を怠った場合には、「事業者」の負担と
し、このような場合以外の当該資料による第三者の権利
侵害等については「発注者」の負担とします。
ただし、「中継器等製造者」又は「官給管制器材製造
者」の責めに帰すべき事由による場合には、「中継器等
製造契約」又は「官給管制器材製造契約」に基づき「中
継器等製造者」又は「官給管制器材製造者」が「発注
者」に対して責任を負うべき範囲に限定されます。

発注者から提供を受けた資料等の利用について事業者が負う責
任とは、その管理について責任を負うという意味であり、発注
者から提供を受けた資料について誤りがあったことに起因し
て、何らかの損害があった場合には、発注者が責任を負うとい
う理解でよいでしょうか。

「事業者」が当該資料における誤りの可能性を認識して
いた場合や、これを容易に認識し得たにもかかわらず対
応を怠った場合には、「事業者」の負担とし、このよう
な場合以外の当該資料における誤りにより生じた損害は
「発注者」の負担とします。
ただし、「中継器等製造者」又は「官給管制器材製造
者」の責めに帰すべき事由による場合には、「中継器等
製造契約」又は「官給管制器材製造契約」に基づき「中
継器等製造者」又は「官給管制器材製造者」が「発注
者」に対して責任を負うべき範囲に限定されます。

第40条第1項

第40条第1項

第40条第2項

回答
御質問の該当条項の次項に「前項の規定は、第33条に基
づく「発注者」の権利を制限するものと解してはならな
い。」とあるとおり、「中継器等製造請負契約」及び
「官給管制器材製造請負契約」に関連して発生した「発
注者」の増加費用及び損害以外に、「発注者」に増加費
用及び損害が生じたと認められる場合、「発注者」は当
該費用を「事業者」に請求する場合があります。

事業者が善管注意義務を負うのは資料等の管理に関してのみで 後者の義務も「事業者」が負っています。No.70の回答
あり、資料等の誤り、欠如等を積極的に注意を尽くして発見す を併せて御参照ください。
る義務を負うものではないという理解でよいでしょうか。
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No.
72

73

74

75

76

77

資料名
01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

18

21

第41条第1項

14

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第47条第2項第1号 任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除して頂けないでしょうか。

20

20

20

20

21

14

16

16

17

第47条第2項

質問
回答
立入りに際し、事前通知の有無、期間等につきまして具体的に 事前に連絡して立ち入りますが、期間等は立ち入りの目
ご提示頂けますでしょうか。
的等によります。

合理的な増加費用には、運用開始予定日が変更となった場合に No.41の回答を御参照ください。
発生する借入に係るブレークファンディングコスト等の金融費
用も含まれるという理解でよろしいでしょうか。（第57条1
項、第62条5項、第71条1項、第73条5項、第89条2項、第91条1
項、第94条1項、第97条1項も同様です。）

「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第47条第2項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
第47条第2項第1号 より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

第50条第1項

No.39の回答を御参照ください。

原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施又は延期に関して、
「打上企業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害
が生じても、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企
業」自らが負担することを求めています。No.19の回答
も併せて御参照ください。

「事業者」が、契約関係のない者と業務調整をし、かつ責任を 原文のとおりとします。「1号機」の衛星バスと「中継
負うことは困難かと思います。ここでの「事業者」は「発注 器等」とのインテグレーションは「事業者」が実施する
者」としていただけますでしょうか。
本業務の範囲であり、当該業務を履行する上で必要な第
三者との調整やその責任は「事業者」が負う必要があり
ます。ただし、「発注者」も必要な協力は行います。

15

No.

78

79

80

81

82

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

21

17

第50条第1項

21

22

23

23

31

17

28

28

第51条第1項

第52条第4項

質問
回答
事業者は自らの責任において1号機の衛星バスと中継器等のイ No.77の回答を御参照ください。
ンテグレーションを行わなければならないとされており、か
つ、事業者は中継器等製造業者との調整が不調となった場合で
あっても、本契約に基づく責任を免れることができないとされ
ています。これはインテグレーションの不調について事業者に
帰責性が存しない場合であっても事業者に結果責任を負わせる
点で妥当ではないと思われますので、過失責任としていただけ
ますでしょうか。
本項に記載されている各試験に関し、試験終了後（試験合格の
確認等をもって）、発注者から事業者に対して試験検査済証
等、何らかの書面を交付することとして下さいますようお願い
します。

第51条に規定する試験結果報告書を「発注者」が確認し
た場合は文書でこれを通知します。なお、「事業者」
は、当該確認がなされたことをもって、事業契約に定め
る責任を何ら免責されるものではないことに御留意くだ
さい。

射場の受入れ等のリスクも事業者が負担することになります 射場の選択は応募者の提案に委ねられますが、「業務要
が、射場は事業者の責任において選択する（経済条件も踏まえ 求水準書」（資料−2）第2部第1第2項⑫のとおり、「他
自由に選択する）との理解でよろしいでしょうか。
の要求水準を効率的に満足させることを前提に、国産ロ
ケットを優先的に使用することを追求する」ことが求め
られます。なお、射場への受入れに問題を生じた場合に
そのことが直ちに本事業衛星の運用開始時期の遅延につ
ながるおそれのある計画は、同項⑬の要求水準を満足し
ないことに御留意ください。

「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第57条第1項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
第57条第1項第1号 より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

16

No.39の回答を御参照ください。

原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施又は延期に関して、
「打上企業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害
が生じても、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企
業」自らが負担することを求めています。No.19の回答
もあわせて御参照ください。

No.

83

資料名

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

23

28

項目名

質問
回答
発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第57条第1項第1号 任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除して頂けますでしょうか。

01_事業契約書
84
（案）

25

4

第59条第6項

01_事業契約書
（案）

25

11

第60条第2項

85

86

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
87
（案）

88

01_事業契約書
（案）

25

25

26

11

13

13

通常の必要費も含め、事業者が事業用地の維持保全につき支出 通常の必要費は予め「サービス対価」に含めた上で、入
した費用は発注者は負担しない、とのことですが、必要費につ 札価格を算定してください。「国有財産無償貸付契約」
いては、発注者に負担頂けませんでしょうか。
に基づき、「事業者」が「事業用地」の維持保全につき
支出した費用を「発注者」が負担することはありませ
ん。
「関係資料」につき、第三者の権利侵害等があった場合、発注 「事業者」が当該資料による第三者の権利侵害等の可能
者の費用及び責任において対応がなされると理解してよいで 性を認識していた場合や、これを容易に認識し得たにも
しょうか。
かかわらず対応を怠った場合には、「事業者」の負担と
し、このような場合以外の当該資料による第三者の権利
侵害等については「発注者」の負担とします。
ただし、「中継器等製造者」又は「官給管制器材製造
者」の責めに帰すべき事由による場合には、「中継器等
製造契約」又は「官給管制器材製造契約」に基づき「中
継器等製造者」又は「官給管制器材製造者」が「発注
者」に対して責任を負うべき範囲に限定されます。

第60条第2項

発注者から提供を受けた「関係資料」の利用について事業者が 第60条第3項及び第4項に基づき、「事業者」の負担とな
負う責任とは、その管理について責任を負うという意味であ ります。
り、例えば、発注者から提供を受けた「関係資料」について誤
りがあったことに起因して、何らかの損害があった場合には、
発注者が責任を負うという理解でよいでしょうか。

第60条第3項

事業者が善管注意義務を負うのは資料等の管理に関してのみで 後者の義務も「事業者」が負っています。No.85の回答
あり、資料等の誤り、欠如等を積極的に注意を尽くして発見す を併せて御参照ください。
る義務を負うものではないという理解でよいでしょうか。

第62条第2項

「「事業者」は、前項に定める調査又はその調査結果に係る一 「地上施設」の整備にあたって「事業用地」の調査等が
切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる 必要があれば、当該費用を予め「サービス対価」に含め
一切の責任及び増加費用を負担する。」とありますが、「調査 た上で、入札価格を算定してください。
又はその調査結果に係る費用」については、発注者に負担頂く
ことは可能でしょうか。（「調査の不備及び誤りから生じる一
切の責任及び増加費用」を事業者が負担する点については、承
知しております。）

17

No.

89

90

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
91
（案）

92

93

94

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

26

25

第62条第5項

26

28

28

28

29

28

第62条第5項

質問
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、国有地に起因した事象により打
上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の増加費用
は発注者負担としていただけますでしょうか。

回答
原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施又は延期に関して、
「打上企業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害
が生じても、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企
業」自らが負担することを求めています。No.19の回答
も併せて御参照ください。

『「発注者」は、前項の場合において「事業者」に生じる、合
理的な範囲内の増加費用を負担する』と規定しているが、前項
（第62条第4項）では、『著しい増加費用』について規定され
ている。この点、『著しい増加費用』でなければ合理的な範囲
の費用であっても第5項に従った補償の対象とならないとする
合理性は乏しいと考えられるが、第5項の規定は合理的な範囲
の費用であれば『著しい増加費用』に至らない範囲の費用で
あっても補償の対象となるとする趣旨と理解してよいでしょう
か。
「地上施設」には「民有地」である「事業用地」及び「事業建
物」は含まないと理解しております。従い、「地上施設」には
不動産が含まれないと考えられるが、国が想定している「登記
が可能なもの」とは何かご教示頂けますでしょうか。

「事業者」の事業継続が困難になるような著しい増加費
用が発生する場合のみ「発注者」が合理的な範囲の費用
を負担することとしているので、原文のとおりとしま
す。

提案によりますが、原則として「民間建物」に「地上施
設」を整備する場合以外は、「地上施設」に不動産が含
まれます。

25

第70条第1項

34

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第71条第1項第1号 任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除して頂けないでしょうか。

35

1

「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第71条第1項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
第71条第1項第1号 より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

18

No.39の回答を御参照ください。

原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施又は延期に関して、
「打上企業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害
が生じても、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企
業」自らが負担することを求めています。No.19の回答
もあわせて御参照ください。

No.

95

96

97

98

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

30

3

30

30

31

3

3

13

項目名

質問
「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第73条第5項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
「発注者」の責に帰すべき事由により打上計画日が変更となっ
た場合、維持運用業務を行う期間の短縮により事業者に損害が
発生することとなります。この場合の損害は、事業者の増加費
第73条第5項第1号 用及び損害に加え、逸失利益もご負担頂けますでしょうか。

回答
No.39の回答を御参照ください。

「発注者」の責めに帰すべき事由により打上計画日が変
更され、「本事業衛星」の打上げ以外に関して「事業
者」に増加費用及び損害が発生した場合、「発注者」は
合理的な範囲での当該増加費用及び損害は負担します
が、「維持管理・運用業務」の短縮に係る逸失利益は一
切負担しません。

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第73条第5項第1号 任を負う範囲に限定されています。契約の公平性の観点から、
備考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契
約に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限
定される。”を削除して頂けないでしょうか。

第77条

引渡し遅延に伴う違約金額の算定基礎については、各本事業衛
星ごとにその整備費（調達費用、地上施設整備費を含む)の１
０％と判断できますが、地上施設が完成し、運用可能状態に
あった場合で本事業衛星自体の事由又は打上げ施設自体の事由
により引渡しが遅延した場合の違約金額の算定根拠は、地上施
設の整備費用、及び衛星調達費用のうち打ち上げ費用等は除外
できると判断してかまいませんか。

第76条第2項のとおり各「本事業衛星」及び当該「本事
業衛星」に係る「地上施設」は一括して引き渡す必要が
あり、いずれか一方だけの引渡しは認められません。そ
のため、同資料第77条のとおり引渡遅延に係る遅延利息
は当該「本事業衛星」に係る「本事業衛星等整備費」
（「割賦手数料」を除く。）相当額に遅延利息の率を乗
じて算定されます。

「本事業衛星等整備費」相当額に遅延利息を乗じるのではな
く、本事業衛星、地上設備、個々の遅延に対して個別扱いをし
て頂けないでしょうか。また、第74条にて、打上げの延期によ
る引渡予定日の変更が認められることから、少なくとも打上げ
機の費用は、遅延損害金の対象金額から除外して頂けないで
しょうか。

前段については、No.98の回答を御参照ください。
後段については、第74条では打上げに係るやむを得ない
事由が発生した場合にのみ限定的に「引渡予定日」を変
更することを特則として規定しているものであり、各
「本事業衛星」及び当該「本事業衛星」に係る「地上施
設」は一括して引渡しを受けるものなので、原文のとお
りとします。

99

01_事業契約書
（案）

31

13

第77条

100

01_事業契約書
（案）

31

22

第78条第1項・第2 瑕疵修補の請求のみにすることは可能でしょうか。また第２項 原文のとおりとします。なお、本条第2項中「前条」を
の瑕疵担保請求期間をもう少し短くすることは可能でしょう 「第76条」に訂正します。
項
か。
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No.

101

資料名
01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

31

27

第78条第2項

102

01_事業契約書
（案）

34

7

第87条第1項

103

01_事業契約書
（案）

34

7

第87条第1項

104

105

106

107

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

34

34

34

34

10

第87条第2項

質問
回答
衛星打上げが大幅に延期された場合は、完成済みの地上設備の 原文のとおりとします。
瑕疵担保期間を、「引き渡しから2年」まで延長する必要があ
ります。衛星打上げが延期された場合、瑕疵担保期間の開始
を、完成確認通知書の交付から、または発注者と協議できる、
とさせていただけますでしょうか。
「「事業者」は、本契約が終了するまで、「民有地」である
「事業用地」又は「民有建物」に整備された「地上施設」を所
有し、」の後に、「発注者の事前の承諾を得た場合を除き」の
文言を追加頂くことは可能でしょうか。

ＰＦＩ事業における資金調達において事業者の資産等に
対する担保権の設定が一般的であることを踏まえ、御指
摘の部分に「発注者の事前の承諾を得た場合を除き」を
追加します。ただし、担保権設定は本事業のための融資
を行う融資者を担保権者に設定する場合に限り、当該担
保権設定を承諾するか否かは、実際に承諾依頼があった
時点で決定します。No.5及びNo.14の回答を併せて御参
照ください。
民有地に整備された地上施設を事業者が所有するとされていま No.5の回答を御参照ください。
すが、「入札説明書」３－（５）に記載されている事業用地及
び建物と同様に、地上施設についても「事業者又は事業者から
バス管制業務を直接受任する者」が所有することを認めていた
だけないでしょうか。
地上設備に関し、事業者が所有もしくは使用権原を確保してい No.102の回答を御参照下さい。
る資産、権利について、融資金融機関から融資を受けるに際し
て、当該金融機関が担保権設定を行う場合は、合理的な理由が
ない限り、承諾申請後速やかにご承諾頂きたくお願いします。

第88条第3項

陳腐化の定義が不明瞭で、陳腐化が予測不可能であることを証 陳腐化の内容にもよるため、当該発生状況を踏まえて個
明することは困難かと思います。「要求水準」等の内容を満た 別具体的に判断されることとなります。
していれば、陳腐化は発生していないとの認識でよろしいで
しょうか。

22

第88条第3項

地上設備が陳腐化して要求水準等の内容を満たさない場合で 「事業者」は、「要求水準」を満たすよう「地上施設」
あっても、各本事業衛星の運用の事業者への移管後において を適切に維持・更新することが求められます。
は、施設・設備整備費については、減額されずに支払われると
いう理解でよろしいでしょうか。

34

「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び No.39の回答を御参照ください。
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第89条第2項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。

22

20

No.

108

109

110

111

112

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

34

34

34

35

35

35

34

21

27

27

項目名

質問
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
第89条第2項第1号 より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

回答
原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施に関して、「打上企
業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害が生じて
も、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企業」自ら
が負担することを求めています。No.19の回答もあわせ
て御参照ください。

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第89条第2項第1号 任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除して頂けますでしょうか。

第90条第3項

本事業衛星の損傷又は消失の事態が生じた場合において、事業
者の責めに帰すべき事由について、事業者の故意、重過失に
限って、事業者が復旧費用を負担することにして頂きたくお願
いします。

「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第91条第1項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
第91条第1項第1号 より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

21

帰責事由に関わらず、第90条第1項に係る事態が生じた
場合は、「事業者」は自らの費用負担で原因究明等の被
害調査、必要な緊急措置を講じる必要があります。な
お、当該事態に係る損害及び復旧等に係る措置はそれぞ
れ、第89条、第100条又は第101条の各条文を適用しま
す。
No.39の回答を御参照ください。

原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施に関して、「打上企
業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害が生じて
も、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企業」自ら
が負担することを求めています。No.19の回答もあわせ
て御参照ください。

No.

113

114

115

116

117

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

35

27

36

36

36

36

18

18

18

32

項目名

質問
回答
発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第91条第1項第1号 任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除して頂けないでしょうか。
「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第94条第1項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
第94条第1項第1号 より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

No.39の回答を御参照ください。

原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施に関して、「打上企
業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害が生じて
も、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企業」自ら
が負担することを求めています。No.19の回答もあわせ
て御参照ください。

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第94条第1項第1号 任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除して頂けますでしょうか。

第94条第2項

「「事業者」は、「中継器等製造請負契約」及び「官給管制器 No.39の回答を御参照ください。
材製造請負契約」に関して「発注者」に発生した増加費用及び
損害を負担する。」とありますが、中継器等製造請負契約、官
給管制器材製造請負契約の内容がここではわかりませんので、
この項は削除頂くことは可能でしょうか。
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No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

118

01_事業契約書
（案）

37

22

第95条第4項

119

01_事業契約書
（案）

37

24

第95条第5項

120

01_事業契約書
（案）

38

5

第95条第7項

01_事業契約書
121
（案）

38

5

第95条第7項

01_事業契約書
（案）

38

5

第95条第7項

122

123

01_事業契約書
（案）

38

7

第95条第8項

124

01_事業契約書
（案）

38

7

第95条第8項

125

01_事業契約書
（案）

38

8

第95条第8項

質問
「初期性能確認試験費用相当額が含まれていないときは、当該
「支払対象期間」に係る「サービス対価」に初期性能確認試験
費用相当額を加算する。」とありますが、これは、事業者帰責
の場合、「本事業衛星等運用・維持管理費」、「全般管理業務
費」及び「その他の費用」を支払わないが、初期性能確認試験
費用は支払うという理解でしょうか。

回答
前段については、基本的に御理解のとおりですが、御質
問に係る期間の起算日に関して、第95条第4項の該当箇
所を「当該「本事業衛星」に係る「引渡日」から「衛星
運用開始日」の前日までの期間（両日を含む。）」に訂
正するとともに、別紙3第2項「維持管理・運用期間」の
定義を「各「本事業衛星」につき、「引渡日」（同日を
含む。）以降本契約の終了日までの期間をいう。」に訂
正します。また、同様の趣旨で、第95条第5項及び第6項
並びに「サービス対価の算定及び支払方法」（資料－
4）の各所も訂正します。詳細は訂正表を御参照くださ
い。
後段については、当該「本事業衛星」が「運用可能」な
状態となり、かつ実際に「衛星運用業務」が開始された
場合は、初回の「本事業衛星等運用・維持管理費」に、
初期性能確認試験費用相当を含めて支払うという趣旨で
発注者帰責で「衛星運用開始予定日」以降、「衛星運用業務」 第81条に基づき当該「本事業衛星」の初期性能確認が完
を開始できない場合、「本事業衛星等運用・維持管理費」、 了し、「運用可能」な状態であることを「発注者」が確
「全般管理業務費」及び「その他の費用」を支払わないとあり 認した場合は、同資料第95条第5項のただし書きの対象
ますが、この場合、初期性能確認試験費用は支払われないので となると考えています。
しょうか。
本項に定める違約金については、別紙6に規定がないので、違 別紙6は減額のみを規定しているので、第95条第7項及び
約金の金額、算定基準を明らかにして頂けますでしょうか。 第8項中「減額及び違約金」を「減額」に訂正します。
本条項における「事業者の責めに帰すべき事由」とは、事業者 「事業者」の故意又は重過失に限りません。「事業者」
の故意・重過失に限る、という理解でよろしいでしょうか。 の責めに帰すべき事由の具体的な事例は「業績等の監視
及び改善要求措置要領」（資料－7）を御参照くださ
い。
本契約別紙6の違約金とは、別紙6のどこの部分を指しています No.120の回答を御参照ください。
でしょうか。
『減額及び違約金とは別に、損害の賠償』とありますが、他の 特段の理由はございません。同じ趣旨と解釈ください。
条項で使われている（例えば第100条第4項）『「違約金」の額
を超過する損害を被ったときは、当該損害の超過額を「事業
者」に請求』と区別されている理由をご教示ください。
減額および違約金とは別に損害賠償請求が出来る旨の規定があ 原文のとおりとします。
りますが、これは、発注者に発生した実損が、減額および違約
金として支払った額を超えた場合を想定されていると受け取
れ、受け入れ難い条件と考えております。再検討頂けますで
しょうか。
発注者に発生した損害については、直接損害に限られ、二次的 相当因果関係の認められる範囲内で、間接損害も含みま
な損害は含まないという理解でよいでしょうか。本事業は、国 す。
防に関するものであり、その損害の範囲も明らかでないため、
事業者が負担することのある発注者の損害の範囲について考え
方を明示して頂けないでしょうか。
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No.

126

127

128

129

130

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

38

16

38

38

38

38

16

16

16

30

項目名

質問
「発注者」の責めに帰すべき事由による合理的な増加費用及び
損害の「発注者」の負担について、「中継器等製造者」又は
「官給管制器材製造者」の責めに帰すべき事由による場合に
第97条第1項第1号 は、各製造契約に基づき「中継器等製造者」又は「官給管制器
材製造者」が「発注者」に負うべき範囲に限定されるとありま
すが、各製造契約に記載される「中継器等製造者」又は「官給
管制器材製造者」が「発注者」に負うべき範囲をご開示くださ
い。
『（ただし、「事業者」の逸失利益並びに「打上企業」及び
「打上関連企業」に発生する増加費用及び損害は負担しな
い）』との文言がありますが、発注者の責めに帰すべき事由に
第97条第1項第1号 より、打上企業及び打上関連企業に追加作業が発生した場合の
増加費用は発注者負担としていただけますでしょうか。

回答
No.39の回答を御参照ください。

原文のとおりとします。第16条第2項のとおり、「本事
業衛星」の打上業務の委任又は請負に係る契約におい
て、「本事業衛星」の打上げの実施又は延期に関して、
「打上企業」又は「打上関連企業」に増加費用及び損害
が生じても、当該費用は「打上企業」又は「打上関連企
業」自らが負担することを求めています。No.19の回答
もあわせて御参照ください。

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原文のとおりとします。
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責
第97条第1項第1号 任を負う範囲に限定されている。契約の公平性の観点から、備
考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者との契約
に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲に限定
される。”を削除して頂けますでしょうか。

第97条第1項

「「発注者」の責めに帰すべき事由により増加費用及び損害が 「合理的な範囲で当該増加費用及び損害」には、合理的
発生した場合には、「発注者」は合理的な範囲で当該増加費用 な金融費用も含みます。
及び損害を負担する」と記載があります。ここにいう「合理的
な範囲」に金融費用（ブレークファンディングコスト）は含ま
れている、という認識で宜しいでしょうか。

第97条第2項

「第56条第2項、第69条第2項に基いて同項に定める通知書が
「事業者」に交付された場合…（中略）…「発注者」は、当該
「本事業衛星」に係る「本事業衛星等整備費」（ただし、「割
賦手数料」および打上費用は除く。）の30%に相当する金額
（中略）減額することが出来る」とあります。
この条項が適用されたことにより、「本事業衛星等整備費」が
減額された場合に発生する金融費用（ブレークファンディング
コスト）は「発注者」負担となるのでしょうか。

24

「事業者」の責めに帰すべき事由により当該「本事業衛
星」の機能の低下又は寿命の短縮が生じた場合に左記の
減額を行うので、増加費用及び損害はすべて「事業者」
負担になります。なお、割賦手数料相当額は減額の対象
外としています。

No.

131

132

133

134

135

136

137

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

38

35

第97条第2項

38

38

39

39

39

39

35

36

18

18

19

26

第97条第2項

質問
回答
当該「分損割合」の算定時期はいつが想定されているもので 引渡しを以って確定し、引渡し後に当該「本事業衛星」
しょうか。第56条第2項又は第69条第2項の通知書の交付時点、 の性能低下を含む「分損」が発生した場合は、第100条
当該「本事業衛星」の初期性能確認（運用開始）時点、又はそ の規定を適用します。
れ以降の時点でしょうか。
時点により「分損割合」が異なり（通知書の交付時点の「分損
割合」＜運用開始時点の「分損割合」）、「事業者」の故意又
は重過失によらず運用時点の「分損割合」上昇することも想定
されるものと考えます。
仮に、当該「分損割合」が1となった場合、当該「本事業衛
星」に係る「本事業衛星等整備費」（ただし、「割賦手数料」
及び打上費用を除く。）の30％に相当する金額が減額される
（残りの70％は支払われる）、という理解で宜しいでしょう
か。
本条項の場合における「本事業衛星等整備」からの減額の時期
及び方法について、ご教示願います。

分損割合が１又はそれに近い水準になることが見込まれ
る場合には、第56条第2項又は第69条第2項に基づく通知
は行わない予定です。

第97条第2項

No.131の回答のとおり「分損割合」が確定した時点で減
額を実施します。また、減額は各支払期の「本事業衛星
等整備費」の支払額に均等に適用し、減額後の当該費用
は「サービス対価の算定及び支払方法」（資料－4）第2
第3項（1）の規定に基づき、事業期間に亘って支払うこ
とを想定しています。

第99条第2項

第三者に証明させるとは具体的にどういう作業を想定している 例えば「分損」又は「全損」が生じた場合、その事象に
のでしょうか。
関して専門的知見を有すると「発注者」が認める独立の
第三者機関等により、当該「分損」又は「全損」の発生
が「事業者」の故意又は重過失により生じたものでない
ことが合理的に説明された場合には、本項の証明がなさ
れたものと考えます。

第99条第2項

事業者が原因を調査し、その結果を利害関係を有しない第三者 第99条第2項各号の確認ができた場合は、同条第1項の証
に証明させるというのは不可能ではないかと思われます。従い 明は不要なので、原文のとおりとします。
まして、国の保険付保に拘わらず、「第3項二」の一般保険市
場で…の条件のみとして頂けますでしょうか。

第99条第2項

「「発注者」及び「事業者」の双方と利害関係を有しない者で 例えば、その事象に関して専門的知見を有すると「発注
あって、「発注者」が認める第三者」とはどのような機関等と 者」が認める独立の第三者機関等（有識者委員会等）を
なりますでしょうか。考え方や例示でも結構ですのでお示し願 想定しています。
います。

第99条第2項第1
号、第2号

「～「発注者」が確認できたとき。」とありますが、発注者に 第一号の場合、「発注者」の保険請求の支援は「要求水
ご確認を頂くために、事業者側から必要なご協力・ご支援を行 準」ですので、必ず実施する必要があります。
うことは可能であるという理解で宜しいでしょうか。
第二号の場合、「事業者」から必要十分な情報提供等を
行われることが「発注者」の確認の前提となります。
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No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

138

01_事業契約書
（案）

40

5

第100条第4項

139

01_事業契約書
（案）

40

5

第100条第4項

140

01_事業契約書
（案）

40

5

第100条第4項

141

01_事業契約書
（案）

40

5

第100条第4項

142

143

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
144
（案）

40

40

40

8

28

28

質問
回答
「違約金」を超過する損害請求を想定する場合、安全なＳＰＣ 原文のとおりとします。
運営計画の立案が困難となってしまいます。損害請求につきま
しては「違約金」を上限とされることをお願いいたします。
損害の額については、違約金を上限として頂くことは可能で
しょうか。

No.138の回答を御参照ください。

違約金の算出方法が定められているものの、一方で『「違約 No.138の回答を御参照ください。
金」の額を超過する損害を被ったときは、当該損害の超過額を
「事業者」に請求することができる。』とされており、実質リ
スクの上限が無くなっています。このため、リスクの最大値を
想定することができず事業の成立性に重大な影響を及ぼす可能
性がありますので、当該条項の削除をご検討いただけますで
しょうか。
本項で対象となる「発注者」の損害について、種類・範囲又は 損害の範囲については、民法上の原則に従います。
考え方等をご教示願います。
【第101条第4項、第107条第4項、第110条第3項について同様に
質問致します。】
「～「事業者」に増加費用及び損害が発生するときは、第32
条に従う。」とありますが、本条第3項に該当しない（当該
「分損」が「事業者」の故意又は重過失により生じたものでな
い）場合には第32条第4項が、本条第3項に該当する（当該「分
損」が「事業者」の故意又は重過失により生じたものである）
場合には第32条第2項が適用されるとの理解で宜しいでしょう
か。

「分損」による損害については、第100条第3項及び第4
項によりますが、「分損」に係る「本事業衛星」の「本
事業衛星等整備費」の未払額及びこれにかかる「消費税
等」の支払いは、同条第2項によります。
「分損」の結果を踏まえた「要求水準」の変更に伴う増
加費用及び損害については第32条の規定に従い、「事業
者」の責めに帰すべき事由による「分損」の場合は同条
第2項及び第3項が適用され、「発注者」の責めに帰すべ
き事由による「分損」の場合は、同条第4項が適用さ
れ、「法令等の変更等」又は「不可抗力」による「分
損」の場合は、同条第6項が適用されます。

「任意の裁量により」とあるが、「発注者」が「民有地」又は
「地上設備」の全部又は一部について所有権を取得しない、と
第101条第2項第2 選択した場合のサービス対価の取り扱いはどうなるのでしょう
号ア
か。

「地上施設」の全部の所有権を取得しない場合は、以降
の当該「本事業衛星」の「地上施設」に相当する「地上
施設整備費」は支払いません。「地上施設」の一部の所
有権を取得する場合は、第101条第2項第2号アが適用さ
れます。

第100条第5項

「全損」が「事業者」の責に帰すべき事由によるものであると 過失も「事業者」の責めに帰すべき事由に該当します。
第101条第2項第2 認められる場合、とありますが、「事業者」の故意又は重過失 ただし、第101条第3項及び第4項は、故意又は重過失の
号ア
に限定されるべきではないでしょうか。
場合に限り適用されることとしています。
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No.

145

146

147

資料名
01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

40

28

41

41

1

9

「当該「地上施設」の原状回復費用、撤去費用、運搬費用及び No.146の回答を御参照ください。
設置費用その他「国有地」である「事業用地」への移設に要す
第101条第2項第2 る一切の費用は「事業者」の負担とする。」とありますが、こ
こは、事業者の責めに帰すべき事由によるものであると認めら
号イ
れない場合と思われますので、係る費用は発注者に負担頂くこ
とは可能でしょうか。

01_事業契約書
（案）

41

18

149

01_事業契約書
（案）

41

18

151

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

41

41

質問
回答
「当該「本事業衛星」の「全損」が「事業者」の責めに帰すべ No.144の回答を御参照ください。
き事由によるものであると認められる場合」とありますが、こ
第101条第2項第2 の場合の「事業者」の責めに帰すべき事由とは「事業者」の故
号ア
意又は重過失により生じたものである、という理解で宜しいで
しょうか。
「事業者」の責めに帰すべき事由に該当していない場合におい
ても『「地上施設」の原状回復費用、撤去費用、運搬費用及び
第101条第2項第2 設置費用その他「国有地」である「事業用地」への移設に要す
る一切の費用は「事業者」の負担とする。』とされています
号イ
が、事業者責ではないため、事業者負担の低減をご検討いただ
けますでしょうか。

148

150

項目名

30

32

第101条第2項2号イなお書きは、「民有地」である「事
業用地」または「民有建物」に「地上施設」を整備する
ことを「事業者」が提案する場合のみに適用されるた
め、原文のとおりとします。

「第二号イに定める場合に限り」とありますが、第一号が含ま 文理上、第一号の場合であって「第二号イに定める場
れない理由をご教示ください。
合」に該当するときも対象となりますが、御指摘を踏ま
第101条第2項第4
え、本号中「第二号イに定める場合に限り」を「当該
号
「本事業衛星」の「全損」が「事業者」の責めに帰すべ
き事由以外のものであると認められる場合に限り」に訂
正します。
「～「発注者」は第二号イに定める場合に限り「事業者」に発 No.148の回答を御参照ください。
生した合理的な金融費用を負担し、～」とありますが、当該文
第101条第2項第4 言は第2号に基づく金銭の支払に関するものであり、第1号に基
号
づく金銭の支払については当該文言に関わらず合理的な金融費
用を負担して頂けるとの理解で宜しいでしょうか。

第101条第4項

第101条第5項

違約金の算出方法が定められているものの、一方で『「違約 原文のとおりとします。
金」の額を超過する損害を被ったときは、当該損害の超過額を
「事業者」に請求することができる。』とされており、実質リ
スクの上限が無くなっています。このため、リスクの最大値を
想定することができず事業の成立性に重大な影響を及ぼす可能
性がありますので、当該条項の削除して頂けますでしょうか。
発注者の責めに帰すべき事由による本契約解除に起因して事業 「民有地」である「事業用地」又は「民有建物」に「地
者に発生する合理的な費用及び損害を発注者が負担するとされ 上施設」を整備することを「事業者」が提案する場合の
ていますが、発注者責の場合は『「民有地」である「事業用 みに適用されるため、原文のとおりとします。
地」又は「民有建物」に整備された「地上施設」の移設に係る
費用』も含めて頂けますでしょうか。
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No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

質問
回答
発注者が負担する合理的な費用からは、民有地である事業用地 No.151の回答を御参照ください。
又は民有建物に整備された地上施設の移設に係る費用が控除さ
れていますが、ここは発注者に負担頂けませんでしょうか。

152

01_事業契約書
（案）

41

34

第101条第5項

153

01_事業契約書
（案）

43

19

第104条第1項

154

01_事業契約書
（案）

43

20

サービス対価の支払の留保が認められるのは、具体的にはどう No.153の回答を御参照ください。
第104条第1項第1
いった場合でしょうか。
号

20

「当該出来形部分に相応する代金」は、資料-4「サービス対価
の算定及び支払方法」4頁 表1中の「本事業衛星等整備費」に
第107条第1項第3 関する「費用の内訳」に記載費用のうち当該出来形部分に要し
た費用という理解で宜しいでしょうか。
号
【第108条第1項第2号、109条第1項第2号について同様に質問致
します。】

20

「当該出来形部分に相応する代金」に関し、事業者以外が所有 No.155の回答を御参照ください。
する設備の使用権限又は/及び民有地である事業用地の使用権
第107条第1項第3 原の保持のための賃借等によるリース費用（将来債権も含み）
等を含み、事業者が地上設備の整備業務に要した全ての費用に
号
ついて対象として含まれるという理解でよろしいでしょうか。
（関連して第109条1項二号同様です。）

155

156

157

158

159

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

44

44

44

45

45

25

1

16

「（ただし、本契約に従い「発注者」による「サービス対価」 該当する場合が存在しないため、本項中「（ただし、本
の支払の留保が認められる場合を除く。）」とありますが、支 契約に従い「発注者」による「サービス対価」の支払の
払がされる場合とは具体的にはどのような場合でしょうか。 留保が認められる場合を除く。）」を削除します。

「発注者が定めた期日までに一括して支払う」とありますが、
当該期日について現状想定する期限をご教示下さい。支払期日
第107条第1項第4 が相当の長期間にわたる場合、その間に発生する借入に係る金
利負担が大きくなるため、出来るだけ前倒し頂くことをご検討
号ア
下さい。（関連して第108条1項三号ア、第109条1項三号ア、第
110条1項四号ア、第111条1項四号ア、第112条1項四号アも同様
です。）
違約金の算出方法が定められているものの、一方で『「違約
金」の額を超過する損害を被ったときは、当該損害の超過額を
「事業者」に請求することができる。』とされており、実質リ
第107条第4項
スクの上限が無くなっています。このため、リスクの最大値を
想定することができず事業の成立性に重大な影響を及ぼす可能
性がありますので、当該条項の削除をご検討いただけますで
しょうか。
発注者の任意又は発注者の帰責事由の場合においても『「地上
施設」の原状回復費用、撤去費用、運搬費用及び設置費用その
第108条第1項第1 他「発注者」の指定する場所への移設に要する一切の費用は
号
「事業者」の負担とする。』とされていますが、事業者責では
ないため、事業者負担の低減をご検討頂けますでしょうか。

28

出来形部分に相当する代金には、工事目的物と設計・試
験の成果物に係る費用（打上費用は除く。）は含まれま
すが、その他各種費用については、当該出来形に至るま
でに不可欠と考えられる場合に対象となります。具体的
な取り扱いについては協議になります。

当該対価の一括支払いに係る予算成立後速やかに支払う
予定です。

原文のとおりとします。

第108条第1項１号なお書きは、「民有地」である「事業
用地」または「民有建物」に「地上施設」を整備するこ
とを「事業者」が提案する場合のみに適用されるため、
原文のとおりとします。

No.

160

161

162

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

45

20

45

45

33

40

163

01_事業契約書
（案）

46

10

164

01_事業契約書
（案）

46

27

項目名

質問
回答
「当該買取に係る「地上施設」の原状回復費用、撤去費用、運 No.159の回答を御参照ください。
搬費用及び設置費用その他「発注者」の指定する場所への移設
第108条第1項第1 に要する一切の費用は「事業者」の負担とする。」とあります
が、ここは発注者の任意又は発注者の帰責事由による契約解除
号
の場合についてですので、上記の費用は発注者に負担頂くこと
は可能でしょうか。

第108条第2項

発注者の任意又は発注者の帰責事由による本契約解除に起因し 原文のとおりとします。なお、No.159の回答を御参照く
て事業者に発生する合理的な費用及び損害を発注者が負担する ださい。
とされていますが、発注者責の場合は『「地上施設」の移設に
係る費用』も含めていただけますでしょうか。
「～当該「中継器等」が「事業者」の故意若しくは過失により
滅失若しくは毀損している場合には、～」とありますが、故意
及び過失によらず「1号機」の「中継器等」の返却に多額の費
用を要する等により返却が容易でない場合には、発注者により
当該費用を負担頂ける又はより現実的な対処方法についてを協
議させていただけるという理解で宜しいでしょうか。
【第109条第3項について同様に質問致します。】

「中継器等」の返却に係る費用が「事業者」に発生する
合理的な増加費用及び損害として認められる場合は、第
108条第2項又は第109条第2項によります。ただし、「事
業者」の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損して
いる場合の「中継器等」に係る増加費用及び損害は「事
業者」の負担とします。なお、返却が容易でない場合は
代品の納品でも構いません。契約書の規定の範囲内であ
れば、対処方法についての協議に応じます。

『「地上施設」の原状回復費用、撤去費用、運搬費用及び設置
第109条第1項第1 費用その他「発注者」の指定する場所への移設に要する一切の
費用は「事業者」の負担とする。』とされていますが、事業者
号
責ではないため、事業者負担の低減をご検討頂けますでしょう
か。
『「事業者」に発生する合理的な費用及び損害』に『「地上施
第109条第2項
設」の移設に係る費用』も含めていただけますでしょうか。

第109条第1項１号なお書きは、「民有地」である「事業
用地」または「民有建物」に「地上施設」を整備するこ
とを「事業者」が提案する場合のみに適用されるため、
原文のとおりとします。

第108条第3項

165

01_事業契約書
（案）

47

33

第110条第2項

166

01_事業契約書
（案）

47

33

第110条第2項

原文のとおりとします。なお、No.163の回答を御参照く
ださい。

引渡日到来後の契約解除の違約金が、維持管理・運用期間の残 原文のとおりとします。
存期間の支払総額の10％と規定されております。当該期間中に
おける事業者側の備えとしては保険等の採用を考えますが、こ
の期間中の違約金への保険ﾏｰｹｯﾄでの引き受けは困難であるた
め、残存期間では最大16年間の費用を事業者内に積み立てる等
の方策を取る事で応札額の高騰を招きます。当該契約解除の違
約金算定を年度費用の10％としていただくことはできませんで
しょうか。
引渡日の直後に、本条に基づく解除が行われる場合には、本項 No.165の回答を御参照ください。
に規定する違約金の額は相当高額になることが予想されるた
め、事業者負担の低減をご検討頂けますでしょうか。

29

No.

167

168

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

47

33

47

33

項目名

第110条第2項

質問
回答
違約金の額のうち、「維持管理費」「運用費」に係る部分につ No.165の回答を御参照ください。
いて、契約解除時点から事業期間終了時までに収受予定であっ
た残額の10%に相当する金額とされていますが、本事業の当該
業務に係る費用を鑑みた場合、事業者にとって過大な負担とな
り、また、その対処に係る費用等に伴い本事業費総額の上昇を
招く恐れもございますので、契約解除時における当該年度の
「維持管理費」「運用費」の10%に相当する金額等への見直し
をご検討願います。

第110条第2項

契約解除に伴う事業者の支払うべき違約金額は、”「維持管 No.165の回答を御参照ください。
理･運用期間」の残存期間の支払総額に相当する金額の１０％
に相当する金額”、となっていますが、「維持管理・運用期
間」は最長は16年間となっていることから、違約金額が巨額な
ものとなり、事業者に対する負担が大きすぎます。違約金額は
最大でも”１～２年間における「本事業衛星運用･維持管理
費」、「全般管理業務費」、及び「その他の費用」”、として
いただくことは出来ませんか。

169

01_事業契約書
（案）

47

34

第110条第2項

違約金について、「維持管理・運用期間の残存期間の支払総額 No.165の回答を御参照ください。
に相当する金額の10％に相当する金額」から、「解除事由の発
生した年度の支払総額に相当する金額の10%に相当する金額」
へ、変更して頂くことは可能でしょうか。

170

01_事業契約書
（案）

47

38

第110条第3項

「違約金」を超過する損害請求を想定する場合、安全なＳＰＣ 原文のとおりとします。
運営計画の立案が困難となってしまいます。損害請求につきま
しては「違約金」を上限とされることをお願いいたします。

171

172

173

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

47

48

48

38

12

33

違約金の算出方法が定められているものの、一方で『「違約
金」の額を超過する損害を被ったときは、当該損害の超過額を
「事業者」に請求することができる。』とされており、実質リ
第110条第3項
スクの上限が無くなっています。このため、リスクの最大値を
想定することができず事業の成立性に重大な影響を及ぼす可能
性がありますので、当該条項の削除をご検討いただけますで
しょうか。
「発注者」の任意又は発注者の帰責事由の場合においても
『「地上施設」の原状回復費用、撤去費用、運搬費用及び設置
第111条第1項第2 費用その他「発注者」の指定する場所への移設に要する一切の
号
費用は「事業者」の負担』とされていますが、事業者責ではな
いため、事業者負担の低減をご検討いただけますでしょうか。

第111条第2項

原文のとおりとします。

第111条第1項2号なお書きは、「民有地」である「事業
用地」または「民有建物」に「地上施設」を整備するこ
とを「事業者」が提案する場合のみに適用されるため、
原文のとおりとします。

発注者の任意又は発注者の帰責事由による本契約解除に起因し 原文のとおりとします。なお、No.172の回答を御参照く
て事業者に発生する合理的な費用及び損害を発注者が負担する ださい。
とされていますが、発注者責の場合は『「地上施設」の移設に
係る費用』も含めることをご検討いただけますでしょうか。
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No.
174

175

資料名
01_事業契約書
（案）
01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
176
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

48

33

49

49

9

30

項目名
第111条第2項

質問
回答
「事業者」に発生する合理的な費用及び損害に、合理的な金融 No.41の回答を御参照ください。
費用も含めていただけますでしょうか。

『「地上施設」の原状回復費用、撤去費用、運搬費用及び設置
第112条第1項第2 費用その他「発注者」が指定する場所への移設に要する一切の
費用は「事業者」の負担とする。』とされていますが、事業者
号
責ではないため、事業者負担の低減をご検討いただけますで
しょうか。
『「事業者」に発生する合理的な費用及び損害』に『「地上施
設」の移設に係る費用』も含めることをご検討いただけますで
第112条第2項
しょうか。

177

01_事業契約書
（案）

61

11

別紙3第75項

178

01_事業契約書
（案）

63

1

別紙3第104項

179

01_事業契約書
（案）

64

4

別紙4-1第1条

180

01_事業契約書
（案）

65

2

別紙4-1第4条

01_事業契約書
（案）

『ガイドライン』や、『公的機関の判断、措置』については、 公表等の形態に限らず、公的機関の定めたガイドライ
公表されたものに限られるという理解でよいでしょうか。
ン、判断、措置等は「法令等」の定義に含まれます。
仕様書とは何でしょうか。業務要求水準書に相当するのでしょ 御理解のとおりです。「事業契約書（案）」（資料－
うか。
1）第5条第5項を「別紙4-1乃至別紙4-3及び別紙5の適用
において、甲とあるのは「発注者」をいい、乙とあるの
は「事業者」をいい、仕様書等とあるのは「要求水準
書」をいう。」に訂正します。
付紙様式とは何でしょうか。

67

3

別紙4-2第1条

182

01_事業契約書
（案）

82

1

別紙8

183

01_事業契約書
（案）

82

1

別紙8

原文のとおりとします。なお、No.175の回答を御参照く
ださい。

『「各業務」以外の一切の業務』という定義ですと、その範囲 本事業に関しない業務まで含まないことは当然と考えま
が広範に過ぎるものと思われます。この点、たとえば「本事業 すが、御指摘を踏まえ、本項を「「各業務」以外の、本
に関する」業務とする、「各業務」に付随関連する業務とする 事業に関連する一切の業務をいう。」に訂正します。
等により、業務の範囲を明らかにして頂けますでしょうか。

契約業者とは、事業者のことでしょうか。
181

第112条第1項2号なお書きは、「民有地」である「事業
用地」または「民有建物」に「地上施設」を整備するこ
とを「事業者」が提案する場合のみに適用されるため、
原文のとおりとします。

「事業契約書（案）」（資料－1）別紙4-1に付紙様式を
追加します。当該様式は訂正表の別紙Ⅰを御参照くださ
い。
御理解のとおりです。「事業契約書（案）」（資料－
1）第5条第5項のとおり、「乙（契約業者）」は「事業
者」と読み替えてください。
なお、本別紙を最新のものに差し替えます（訂正個所は
第1条第1項、第9条及び第14条です。）。詳細は訂正表
の別紙Ⅱを御参照ください。

本事業衛星1号機と2号機の引渡しの期間は約1年の間隔があり No.11の回答を御参照ください。
ますので、保証金額は1,2号機それぞれに別個算定するするこ
とが可能であると理解してかまいませんか。 あるいは2号機
の調達業務が開始するまでの当初1年間程度の期間における保
証金額は1号機の整備費用相当額の１０％とすることは可能で
すか。
本事業衛星の引渡し時が”リフトオフ(点火)”時であることか No.12の回答を御参照ください。
ら、保証金額には「打ち上げ費用」「軌道上での性能試験費
用」等を除く本事業衛星等整備費とすることでかまいません
か。

31

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

184

01_事業契約書
（案）

82

1

別紙8

185

01_事業契約書
（案）

82

1

別紙8

186

187

188

189

190

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

82

82

82

82

82

1

1

1

1

7

別紙8

別紙8

別紙8

別紙8

別紙8

質問
回答
履行保証保険の契約者が選定企業の場合(被保険者は事業者)、 No.13の回答を御参照ください。
選定企業が複数の場合はそれぞれの選定企業がそれぞれの業務
範囲についての履行保証保険を付保することが出来ると判断し
てかまいませんか。
第19条の規定にかかわらず、別紙8では相乗り事業者に関する No.22及びNo.190の回答を御参照ください。
規定は一切ないため、全て事業者側の任意と判断してかまいま
せんか。
付保すべき各種保険に関し、具体的な保険種目や保険条件が記
載されていませんが、全ての保険につき、事業者が適切と判断
する保険種目及びその担保リスクの範囲については普通保険約
款を基本とした一般的な保険条件（担保ﾘｽｸ）としてかまいま
せんか。

「発注者」が求める保険の内容は「事業契約書（案）」
（資料－1）に記載のとおりであり、民間の創意工夫を
発揮いただく主旨で、最低限の保険種目、保険条件とし
ております。保険種目、補償範囲（付帯する特約等）に
ついては、応募者の提案に委ねますが、本事業のリスク
を効率的かつ効果的に管理でき、本事業の継続性に支障
がない内容としてください。

保険付保対象となる業務として、１．整備調達業務、２．維持
管理･運用業務。及び３．全般管理業務・その他の業務、に区
分されていますが、上記３．の業務に関してのみ”事業者提案
（任意付保)”となっている背景、理由はどのようなものです
か。
本件PFI事業には事業者の遂行する業務のほかに”本事業に含
まれない業務（国が実施する業務)”が含まれています。一
方、事業者の付保する各種保険の目的･範囲には国からの支給
品が含まれるとともに、被保険者の範囲には国が含まれている
ことから、事業者の付保する各種保険カバーの範囲には本件事
業に関連して国が実施する業務（事業者の実施する業務以外)
も含まれるべきことが明示されるべきと考えますがいかがです
か。
事業者の付保すべき工事保険や財産保険の目的の範囲には国か
らの支給品が含まれ、さらに被保険者の範囲には国を含めてい
ますが、これらの各種保険証券につき金融機関のために質権設
定を認めていただけるものと判断してかまいませんか。

「全般管理業務」及び「その他の業務」の内容を踏まえ
て、「発注者」から保険種目・保険条件を特段指定する
必要はないと考えております。No.186の回答を御参照の
うえ、応募者の判断で適切な保険を御提案ください。

「いわゆる打上げ保険、寿命保険を「事業者」が付保すること
は前提としていない。」とありますが、相乗りミッション機器
に関して事業者又は相乗事業者等がこれらの保険を付保するこ
とは妨げない、という理解で宜しいでしょうか。

基本的には御理解のとおりですが、「事業者」が契約者
となり、相乗りミッション機器に係る保険を付保するこ
とは認められません。また、当該保険料を「発注者」は
一切負担しないため、当該保険料を入札価格に含めない
よう御留意ください。No.22の回答を併せて御参照くだ
さい。

32

被保険者に国を含めているのは、基本的には「発注者」
としての国を指しており、別紙８第1項(3)①では官給す
る「１号機」の「中継器等」を含んでいることによりま
す。御質問のように「保険カバー」として本「事業に関
連して国が実施する業務」を含めることは要請していま
せん。
No.28の回答を御参照ください。

No.

191

192

193

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

82

29

82

83

項目名

質問
回答
BOOで調達する設備など、全てのケースにおいて、別紙8で指定 別紙８第1項（2）後段に「なお、バス管制局を「民有
する「契約者」を満足できる訳ではないので、契約者の指定は 地」又は「民有建物」を利用して整備する場合も、上記
削除頂けますでしょうか。
に準じて保険を付保する。」と記載のとおり、バス管制
局をＢＯＯ方式で整備する場合は、応募者の判断で適切
別紙8第1項第2号
な契約者を御提案ください。また、それ以外の保険種目
においても同様の主旨で、応募者の判断で適切な契約者
を御提案ください。

29

国に整備業務の費用をお支払い頂いていない段階では、国には
被保険利益が生じていないと考えられます。従い、「国」を
「被保険者」とするのは困難なので、削除いただけますでしょ
別紙8第1項第2号 うか。

被保険者に国を含めているのは、基本的には「発注者」
としての国を指しており、別紙８第1項（2）①工事保険
においては、「事業契約書（案）」（資料－１）別紙９
の不可抗力に係る官民のリスク分担の規定に従い、「発
注者」に被保険利益がないとはいいきれないため、原文
のとおりとします。

18

「国」が契約者ではない以上、国に整備業務の費用をお支払い
頂いていない段階では、国には被保険利益が生じていないと考
えられます。従い、「国」を「被保険者」とするのは困難なの
別紙8第1項第3号 で、削除いただけますでしょうか。

本号に掲げる保険のうち、①「財産保険」では、官給す
る「1号機」の「中継器等」に関して国に被保険利益が
あるため、「2号機」についてのみ被保険者から国を削
除します。他方、②「射場における第三者賠償責任保
険」については、「発注者」としての国も包含するとい
う意味のため、原文のとおりとします。

194

01_事業契約書
（案）

83

18

195

01_事業契約書
（案）

83

23

被保険者に国を含んだ場合、国を求償権不行使先に指定するこ 「事業契約書（案）」別紙８第1項（3）①「財産保険」
とは困難なので、被保険者の指定か、求償権不行使先の指定の で国を被保険者としているのは官給する「1号機」の
どちらかを削除いただけますでしょうか。
「中継器等」が含まれるためです。「１号機」について
は、官給する「中継器等」以外の部分における「本事業
衛星」の損傷については、国に対して保険会社からの求
別紙8第1項第3号
償が行われないよう保険設計をお願いします。また「２
号機」では国から官給する部分がないため、御指摘のと
おり被保険者から国を削除します。なお、ここでいう
「財産保険」はいわゆる打上げ前保険を想定していま
す。
「射場搬入」の定義（いつの時点を指すのか）をご教示いただ 各「本事業衛星」が打上げのために射場に搬入された日
別紙8第1項第3号 けますでしょうか。
であり、輸送手段から射場に荷卸しされた時点を想定し
①
ています。

33

No.

196

197

198

資料名

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
199
（案）

ﾍﾟｰｼﾞ

行

84

1

84

86

86

37

1

10

項目名

質問
”製造した「本事業衛星」について、工場から射場に搬入する
期間についても当該各「本事業衛星」に生じた損害を補償する
保険を付保するものとする”、となっていますが、ここでいう
「本事業衛星」及び「工場」とはどの範囲までを指すのでしょ
うか。 本事業衛星を構成するバス、各種ミッション機器、相
別紙8第1項第3号 乗り機器等のﾕﾆｯﾄ又は部品の製造工場から射場への搬入経路に
②
ついてどのように判断したらよいのでしょうか。 また、これ
らの保険の内容は”事業者提案”となっていますが、これは付
保行為自体は義務(強制)で、その補償内容のみが事業者提案と
の意味でしょうか、それとも付保行為自体が事業者の判断(提
案）との意味でしょうか。

回答
「本事業衛星」については、衛星バス及び中継器等を範
囲として考えております。相乗りミッション機器につい
てはNo.190の回答を御参照ください。工場については、
それぞれの目的物について、射場に搬入するための最終
出荷工場を想定しています。
当該保険は「発注者」として付保を要請するいわゆる強
制保険であり、その内容については応募者の提案として
いますが、別紙８第1項(3)①財物保険との補償の切れ目
がないように御留意ください。なお、ここで要請してい
る工場から射場への搬送中の保険と同資料第1項(3)①財
物保険と通期で付保する提案も可能です。

”地上施設の維持管理、運用業務遂行の際に事業者の帰責事由
により国が所有する施設を損傷させた場合の賠償損害も補償で
きる内容とする”、となっていますが、国が所有する施設の範
別紙8第2項第2号 囲には既に国に引き渡され、軌道投入された本事業衛星自体は
除くと判断してかまいませんか。本事業衛星自体は国により
①
「寿命保険（事業者の過失による損害も担保されると想定され
ます)」が付保される上、一般の第三者賠償責任保険による軌
道上の衛星に生じた損害の補償は困難と考えます。

御理解のとおりです。御指摘を踏まえ、当該部分の「国
が所有する施設を損傷させた場合」を「国が所有する施
設（「本事業衛星」を除く。）を損傷させた場合」に訂
正します。

不可抗力損害が発生した場合で、第30条第2項により、事業者
が別紙８に定めるものの他、自己の責任と費用負担により任意
に付保された保険によりてん補される金額がある場合は別紙９
第3項に定める”事業者が負担すべき金額（施設整備費の１％
相当額)に充当することが出来ると判断してかまいませんか
（去る2011年11月の貴省質問回答NO.２３３では全体の不可抗
力損害から控除となっていますが)。 特に、事業者提案によ
る任意保険や、構成員･協力企業が自己のリスクヘッジのため
にあらかじめ年間包括契約等で付保している保険及び企業費用
利益保険等の間接損害をカバーするための保険等については事
業者負担損害に充当できるものと考えますがいかがでしょう
か。
ここに記載されているのは「不可抗力」の具体例であり、実際
は「発注者」が認める第三者が証明したものでなければ「不可
抗力」にはならないとの理解でしょうか。

No.29の回答を御参照ください。なお、本別紙柱書中
「35条」を「第36条」に、第3項第2号見出し中「維持管
理・運用業務」を「維持管理・運用期間」に訂正しま
す。

別紙9

別紙9第1項

34

御理解のとおりです。発生事象が不可抗力に該当するか
は、「事業契約書（案）」（資料－1）第36条第2項の規
定に従います。

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

質問
記載されている自然災害は事例であり、ここに記載されていな
い竜巻等ありとあらゆる自然災害が含まれるとの理解でよろし
いでしょうか（ここに記載がないがために「発注者」が認める
第三者が証明できない。ということにならないための確認で
す）。

回答
別紙９第1項に規定のとおり、本事業での不可抗力とは
「天災その他自然的又は人為的な事象であって、「発注
者」及び「事業者」のいずれにもその責を帰すことに出
来ない事由（経験ある管理者及び「事業者」側の責任者
によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損
失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待でき
ないような一切の事由）」を指しますので、別紙９に例
示のない自然災害が不可抗力として認められる場合もあ
りますし、逆に別紙９に例示のある自然災害全てが「不
可抗力」に該当するというものでもありません。

200

01_事業契約書
（案）

86

13

別紙9第1項第1号

201

01_事業契約書
（案）

86

21

放射能汚染には、いわゆる東日本大震災に起因する福島第一原 実際の発生状況や本事業に及ぼす影響等が不明のため、
別紙9第1項第3号 発事故のような事例も含まれるのでしょうか。
一概には回答できません。

202

203

204

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
205
（案）

89

91

91

93

30

6

別紙10第11条

別紙11第1項

「甲は、第５条に定める貸付期間中に国又は地方公共団体にお
いて公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供する
ため必要が生じたときは、ＰＦＩ法第11 条の２第12 項の規定
に基づき、本契約を解除することができる。」とありますが、
本国有財産無償貸付契約書が解除された場合、103条に記載さ
れた発注者の任意による事業契約の解除に相当しますでしょう
か。
本算定方法によれば、アンテナ性能の影響で全周波数帯域で日
本周辺ビームで0.1dBのマイナースペックアウトが発生した場
合でも、事業者は約20億円の違約金を支払うことになってしま
うことが想定されます。従い、通信性能（dB）度合いの要素も
算出方法の一要素として勘案して頂けますでしょうか。(例：
1dB未満は係数０、1～2dBで0.3、2～3ｄBで0.6、3dB超で１
等）
分損割合の算定式中の「運用期間の残存割合」、「通信能力の
残存割合」、「ビーム能力の残存割合」は誰が、どのようにし
て算定・決定するものでしょうか。
特に、「運用期間の残存割合」を算定するための残寿命期間は
設計値等からの算定とならざるを得ず、一意に決定できるもの
ではないように考えます。

「事業契約書（案）」（資料－1）別紙１０での「本契
約」とは、冒頭の定義のとおり「国有財産の貸付けに関
する契約書」（＝国有財産無償貸付契約書）を指し、本
事業の事業契約書そのものを指すものではありません。
そのため、国有財産無償貸付契約である「本契約」の解
除は、事業契約の解除を意味しません。
※３の「ビーム能力の残存割合」は、ビーム単位で実用
的に「使用可能」か否かという基準で「発注者」が判断
します。したがって、御質問のような「マイナースペッ
クアウト」が直ちに分損に該当する事態は基本的に想定
していません。
分損割合は、「事業者」と協議の上「発注者」が決定し
ます。そのため「事業者」は、「事業契約書（案）」
（資料－1）第99条第1項に基づき「分損」の原因調査を
行う過程で、衛星の損害状況に関する報告資料等の「発
注者」が分損割合を決定する上で必要となる一切の情報
を「発注者」に提供する必要があります。
なお、御指摘の残寿命期間については、上記により「事
業者」から提供される情報等に基づき合理的に推定され
る数値を「事業者」と協議の上、「発注者」が決定しま
す。

6

別紙11第1項

23

「違約金」を超過する損害請求を想定する場合、安全なＳＰＣ 原文のとおりとします。
別紙12第5条第4項 運営計画の立案が困難となってしまいます。損害請求につきま
しては「違約金」を上限とされることをお願いいたします。

35

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

項目名

質問
回答
違約金の算出方法が定められているものの、一方で『実際の損 No.205の回答を御参照ください。
害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分
の損害につき賠償を請求することを妨げない。』とされてお
別紙12第5条第4項 り、実質リスクの上限が無くなっています。このため、リスク
の最大値を想定することができず事業の成立性に重大な影響を
及ぼす可能性がありますので、当該条項の削除をご検討いただ
けますでしょうか。

206

01_事業契約書
（案）

93

23

207

01_事業契約書
（案）

95

8

「違約金」を超過する損害請求を想定する場合、安全なＳＰＣ 原文のとおりとします。
別紙13第2条第4項 運営計画の立案が困難となってしまいます。損害請求につきま
しては「違約金」を上限とされることをお願いいたします。

8

違約金の算出方法が定められているものの、一方で『実際の損 No.207の回答を御参照ください。
害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分
の損害につき賠償を請求することを妨げない。』とされてお
別紙13第2条第4項 り、実質リスクの上限が無くなっています。このため、リスク
の最大値を想定することができず事業の成立性に重大な影響を
及ぼす可能性がありますので、当該条項の削除をご検討いただ
けますでしょうか。

13

当該条項記載の事由により契約解除となる場合の利ざやには、 御質問のような企業が「構成員」に該当しなければ、御
構成員である株主からの劣後融資等の利ざやは含めないとあり 理解のとおりです。
別紙14第2項第3号 ますが、主要業務以外をＳＰＣから直接受任する出資者は構成
員ではないとの理解ですので、この社からの劣後融資の利ざや
は含めることができるという理解でよろしいでしょうか。

208

209

01_事業契約書
（案）

01_事業契約書
（案）

95

96

210

02_業務要求水
準書

4

1

第1部第3第6号

211

02_業務要求水
準書

5

23

第1部第5第1号

02_業務要求水
212
準書

5

23

第1部第5第1号

当該業務の具体的な内容として、どのようなものを想定してい 本号の業務としては、事業者の経営に係る会計・法務・
るのか。（事務所スペースの提供、事務機器等のレンタル等） 税務・保険等の支援業務が想定されます。御質問に例示
のある事務所スペースの提供や事務機器等のレンタル等
については、第1部第3第1号から第5号に掲げる各業務に
関して必要となる場合は当該業務に、各業務においては
必要ないものの事業者の経営を行う上で必要となる場合
は本号の業務にそれぞれ含まれます。
なお、本号中「第1項から第5項の他」を「第1号から第5
号のほか」に訂正します。
本事業衛星の運用に関する業務のうち、中継器等管制業務につ
いて、秘密又は保護すべき情報に該当するものは何があるの
か？
本事業の全般管理に関する業務のうち、Ｘバンド衛星通信シス
テムに係る技術支援について、秘密又は保護すべき情報に該当
するものは何があるのか？

36

中継器等管制に係る国の指示のうち、自衛隊の行動に関
するもの等が想定されます。
技術支援を受けるにあたり国が事業者に提供する情報の
うち、自衛隊の行動や装備品の能力に関するもの等が想
定されます。

No.
213

214

資料名
02_業務要求水
準書

02_業務要求水
準書

ﾍﾟｰｼﾞ

行

5

23

5

23

項目名
第1部第5第1号

第1部第5第1号

質問
回答
本事業の全般管理に関する業務のうち、本事業衛星の運用に必 作業支援を受けるにあたり国が事業者に提供する情報の
要な周波数確保及び無線局免許取得に係る作業支援について、 うち、装備品の能力に関するもの等が想定されます。
保護すべき情報に該当するものは何があるのか？
中継器等管制業務を行う局舎は、引渡後、国に所有権が移転す 中継器等管制局の局舎については、業務要求水準書第2
る。国の中継器等管制局舎内に、事業者が保全施設を設置し、 部第2第4.5項及び同別紙３の規定に基づき設計され、国
との設計協議を経て整備されるため、事業者において秘
これに係る申請等を行う必要はあるか。
密保全施設等の確認に係る申請等行うことを省略するこ
とが可能な場合がありますが、局舎内で事業者が使用す
る保管庫等については、関係法令の規定に基づく手続き
を行う必要があります。

215

02_業務要求水
準書

5

27

第1部第5第1号

「細部は、国から・・・設計協議等において示す。」とあり、 御理解のとおりです。ただし、国が事業者へ秘密等の取
第二次審査資料には事業者及び委託先等における情報セキュリ 扱いの細部を示す時点で、改めて事業者側の管理体制を
ティの確保及び秘密保全の情報管理の実施状況を記載する必要 確認し､当該秘密等の区分に応じた対応を求めます。
があると思いますが、業務要求水準書において管理すべき情報
の細部が示されていない状況のため、審査資料においては民側
の想定による情報管理体制を示せばよろしいでしょうか。

216

02_業務要求水
準書

6

2

第1部第5第1号

表中で「秘密」区分につきまして、「○」がついている全ての 現時点では、秘密が含まれることを想定しています。
項目に「秘密」情報が含まれていますか。

217

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
218
準書

219

02_業務要求水
準書

総括マネジメント業務は、秘密、および保護すべき情報の該当
ですが、総括マネジメント業務のうち、主たる部分ではないプ
ロジェクトマネジメント業務やファイナンシャルアドバイザ
リー業務は、秘密、および保護すべき情報の該当でしょうか？
6

7

9

24

第1部第5第1号

本事業全体のプロジェクトマネジメントを含む統括マネ
ジメント業務は、他の全ての業務を統括・調整するもの
であることから、必要に応じ、他の業務において取り扱
う全ての秘密及び保護すべき情報にアクセスし得ること
を求めています。
ただし、本事業の全般管理に関するファイナンシャルア
ドバイザリー業務等については、全般管理企業の責任の
下、「秘密」や「保護すべき情報」にアクセスしないと
の条件で実施することを認める場合があります。

『地上施設に関する業務のうち管制設備・器材又は・・』とあ バス管制設備・器材を含みます。
りますが、ここで示す「管制設備」はバス管制設備を含むの
か、または中継器等管制設備のみでしょうか。

19

第1部第7第1号

11

国がＰＦＩ事業者に提供する資料名が｢衛星バス／Ｘバンド衛
星通信中継器等管制局インターフェース管理図面｣となってい
第1部第11第1号⑧ ますが、｢衛星バス／Ｘバンド衛星通信中継器等インター
フェース管理図面｣が正しいのでは？

37

御指摘のとおりです。当該資料名を「衛星バス／Ｘバン
ド衛星通信中継器等インターフェース管理図面」に訂正
するほか、同号に掲げる各資料名の誤記を併せて訂正し
ます。詳細は訂正表を御参照ください。

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

220

02_業務要求水
準書

10

33

221

02_業務要求水
準書

14

1

222

223

224

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
準書

16

16

17

12

項目名

質問
事業者に派遣される技術者等に係る費用、試験装置の貸与に要
する費用は、発注者の負担という理解でよいでしょうか。ま
た、当該派遣、貸与に関して別途契約が締結されるかどうか明
第2部第1第2項⑥e らかにして頂けますでしょうか。第2部.第2.2.d.についても同
様です。

回答
御質問の費用は、国と中継器等製造者との既締結の契約
に含まれます。その意味で発注者が負担するものです
が、別途の契約は締結されません。同様に、第2部第2第
2項⑤dに係る費用は国と官給管制器材製造者との契約に
含まれます。なお、参照資料に規定されない行為に係る
費用については、No.223の回答を御参照ください。

打上げ時点での検査について具体的に示して頂けますでしょう 契約担当官等が実施する受領検査（会計法の規定に基づ
き実施する検査）です。「事業契約書（案）」（資料－
第2部第1第3.5項 か。
1）第75条の規定を併せて御参照ください。
『情報保証に関する情報システム技術基準及び運用承認に係る
各種様式について（通知）』とありますが、当該文書は公開し
ていただけるとの理解でよいでしょうか。（現状は未公開の文
第2部第2第2項③ 書との認識）

当該文書は事業者へ提供することが可能です。ただし、
当該文書には保護すべき情報が含まれますので、事業者
は、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティ
の確保に関する特約条項（資料-1 別紙第4-1）の規定に
基づく措置及び情報の保全に関する誓約書（資料-3 様
式1）の提出が必要です。

官給管制器材製造者から必要な技術者等の派遣を受けることが 官給管制器材製造者からの技術者派遣が必要な場合は、
できるとありますが、管制器材製造者の(納期以降の)技術者派 官給管制器材製造契約の契約期間・条件に整合するよう
遣に係る費用は、本事業に含まれませんか。
に予め計画し、提案してください。そのため、当該契約
期間外での技術者派遣に係る費用等を本事業のサービス
対価に含めることは認めません。また、本事業において
当該対応が必要となった場合であっても国は一切費用を
負担しません。

27

第2第2項⑤d

4

「地上施設の設備に関する業務」の前提条件として、「副局に
は通常、運用要員を配置しないものとし、主局及び副局は相互
に遠隔監視及び遠隔制御できるものとする。」とあるが、これ
は「本事業衛星の運用に関する業務」において、副局に運用要
員を配置してはならない、ということを意図するものか。
第2部第2第2項⑧ この場合、主局に障害が発生し、かつ遠隔操作が不可能な場合
において、主局から副局への運用要員の移動を理由とする業務
の履行不可時間帯の発生を許容するということでしょうか。同
じく、これを原因として生起したリスク等から、事業者は免責
されるか。

38

御質問の前提条件は、副局へ運用要員を配置することを
禁止するものではありません。したがって、御質問のよ
うなケースが発生した場合の業務の不履行について、当
該前提条件のみを理由として事業者が免責されることは
ありません。

No.

225

資料名

02_業務要求水
準書

ﾍﾟｰｼﾞ

行

17

4

項目名

質問
『Xバンド衛星中継機能等の整備・運営事業に関する実施方針
への質問に対する回答』では、「副局から主局を遠隔操作する
ための機能は要求していません。」とご回答頂きましたが、今
回提示された業務要求水準書では、「（前略）主局及び副局は
第2部第2第2項⑧ 相互に遠隔監視及び遠隔制御できるものとする。」と記述され
ています。また、第３ 本事業衛星の運用に関する業務の前提
条件の⑦には主局からの遠隔操作のみ要求されています。何れ
が正しいのでしょうか。

回答
本事業の条件は、今回公告した業務要求水準書及びその
他の文書によります。また、第2部第3第2項⑦の規定は
本事業衛星の運用に関する業務の前提を示したものであ
り、主局及び副局の機能を含む地上施設の整備に関する
業務の前提については、第2部第2第2項⑧によります。

226

02_業務要求水
準書

17

6

「1局にて本事業衛星の同時管制が出来るものとする。」とあ 御理解のとおり主局又は副局の単位でそれぞれが本事業
りますが、ここで述べられている「1局」とは、主局、副局で 衛星（１号機及び２号機）を同時に管制できることを要
第2部第2第2項⑨ 各2局ずつ整備される計4局の管制局の内の1局ではなく、主局 求しています。
／副局のどちらかを指していると考えてよろしいですか。

227

02_業務要求水
準書

18

17

３．２．１ 設計 ②インタフェースのf項として、第４．
御指摘のとおりです。該当箇所を「f．第4.3.1項⑩のた
第2部第2第3.2.1 ３．１項⑪のためのインタフェースとあるが、第４．３．１項 めのインタフェース」に訂正します。
項②f
は⑩項までしかない。⑩項の誤記でしょうか？

228

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
229
準書
02_業務要求水
230
準書

231

02_業務要求水
準書

19

21

22

23

18

本項目の標記は「検査及び引渡し」とありますが、地上施設の
検査は、P.18(3.2.3）の製造・試験後に実施され、完成確認通
知書をもって検査結果が示されるということでよろしいでしょ
うか。またこの時点で地上施設の債権が確定するという理解で
第2部第2第3.4項 よろしいでしょうか。

地上施設の完成検査は「事業契約書（案）」（資料－
１）第67条の規定によります。また、本事業衛星及び当
該本事業衛星に係る地上施設の受領検査は、同資料第75
条の規定によります。地上施設に係る債権は、同資料第
76条及び「業務要求水準書」（資料－２）第2部第2第
3.4項の規定による引渡しを受けた時点で確定します。
なお、地上施設のうち統合衛星NMS及び統合通信インタ
フェース装置の引渡時期を同項において明確化するため
追記します。詳細は訂正表を御参照ください。

23

統合通信インタフェース装置は主局に整備するとあるが、主局 地上施設を構成する各設備及び装置は、第2部第2第2項
第2部第2第4.4.1 が使用不可となった場合にも運用を継続できるように副局にも ⑩の前提条件に従い、必要に応じ冗長等の構成をとる提
項
整備する等の冗長構成を考慮すべきでしょうか？
案としてください。

4

国の職員に対する訓練に関して、「職員の異動等の都度、必要 年間あたり２回を目安としてご検討ください。
第2部第2第4.4.3 に応じて実施する」とされているが、作業工数の見積りが困難
項
であるため年間あたりの回数で示して頂けないでしょうか。

29

P5の第4.（8）に『陸上通信回線の提供』とあり、当該項目と 国が第1部第4第8項の規定により事業者に提供する陸上
の矛盾が生じるようにも読み取れます。国から提供されるもの 通信回線は、本事業に関連する駐屯地・基地間を連接す
/事業者が準備するものを明確化頂けないでしょうか。
る防衛省の自営回線です（原則として既設の駐屯地・基
地内回線を含みますが、利用が不可能な場合は事業者が
必要な駐屯地・基地内回線を整備する必要がありま
第2部第3第2項⑨
す）。
また、事業者が第2部第3第2項⑨の規定により整備する
回線は、地上施設等に設置する加入電話回線、インター
ネット回線等です。

39

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

232

02_業務要求水
準書

24

29

233

02_業務要求水
準書

26

14

02_業務要求水
234
準書

235

236

237

238

239

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
準書

02_業務要求水
準書

29

29

30

30

30

30

項目名

質問
衛星の運用期間の満了時に於いても、運用に必要な各種運用マ 御理解のとおりです。
第2部第3第3.2項 ニュアル等の作成及び継続的な運用に資する引継ぎを行う必要
⑥
があるでしょうか。

回答

１号機のXバンド衛星通信中継器等管制器材の一部を具体的に 第2部第2第2項④を御参照ください。
第2部第4第2項② 提示頂けますでしょうか。

33

⑩「各事業年度の上半期に係る⑦に準じた計算書類」とござい 御指摘のとおりです。該当箇所を「⑩各事業年度の上半
第2部第5第1.3項 ますが、⑩「各事業年度の上半期に係る⑨に準じた計算書類」 期に係る⑨に準じた計算書類」に訂正します。
⑩
ではないでしょうか。

34

提出時期が「変更後、翌月７日以内」とございますが、事業収
支計画及びPFI－LCCの算定資料のいずれもスポット的には、計
画と実績との差異が発生する度に計画が変更になる可能性があ
第2部第5第1.3項 ると思われます。経営方針及び事業損益に与える影響が軽微で
⑪
ある、もしくは計画と実績の差異が発生したものの計画値につ
いては変更なしと事業者側の判断に委ねられるとの理解で宜し
いでしょうか。

御理解のとおりです。ただし、変更した内容があれば、
⑨に規定する「事業者の事業収支計画の対応関係を説明
する資料」として、⑨及び⑩に係る提出書類と併せて定
期的に提出してください。

「回線設計及び回線品質管理」について、事業者が回線設計等
を検討する上で、部隊の通信所要等の情報が必要となる。これ
らの情報は、国から提示頂けるとの前提で業務を提案してよい
第2部第5第2項① か。

当該情報は事業者へ提供することが可能です。ただし、
保護すべき情報が含まれる場合、事業者は、備品等及び
役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特
約条項（資料－１別紙第４－１）の規定に基づく措置及
び情報の保全に関する誓約書（資料－３様式１）の提出
が必要です。

7

ダウンリンク及びテレメトリの監視結果の解析・分析とある
が、「第3 本事業衛星の運用に関する業務」にも同様の内容が
記載されている。これは、定常的に行うダウンリンク及びテレ
第2部第5第2項① メトリの監視結果の解析・分析は「第3 本事業衛星の運用に関
する業務」で行い、これに加え、国からの依頼応じて適時行う
ものについては本項目の業務として行うという理解でよいか。

本業務におけるダウンリンク及びテレメトリの監視結果
の解析・分析は、御指摘のように国からの依頼があった
場合のほか、業務要求水準を常続的に満足するために必
要な範囲で、事業者の判断により随時行われることを想
定しています。

10

「統合衛星NMSの運用」について、事業者が効率的な運用計画 No.236の回答を御参照ください。
の作成等を検討する上で、部隊の通信所要等の情報が必要とな
第2部第5第2項② る。これらの情報は、国から提示頂けるとの前提で業務を提案
してよいか。

10

『通信所要の変化に応じた中継器等の効率的な運用計画の作 No.236の回答を御参照ください。
成』とありますが、統合衛星NMSは国が運用する規定であり、
第2部第5第2項② その運用実績は事業者に公開されるとの理解でよいでしょう
か。（運用実績データがなければ効率的な運用計画は作成でき
ないため）

5

40

No.

240

資料名

02_業務要求水
準書

03_様式集及び
241
記載要領

242

03_様式集及び
記載要領

03_様式集及び
243
記載要領

244

245

246

03_様式集及び
記載要領

03_様式集及び
記載要領

03_様式集及び
記載要領

ﾍﾟｰｼﾞ

行

30

32

16

21

24

24

24

25

31

17

1

1

9

1

項目名

第2部第5第4項

質問
回答
支援作業範囲が不明確の為、事業契約書案における、事業者の 基本的には第2部第5第4.2項に記載のとおりです。ただ
費用負担と責任範囲を明確に読みとることができません。より し、保険条件検討、保険付保、保険金請求等に必要な作
具体的に提示頂けないでしょうか。
業、手続き及び事務処理については、国が別途契約する
予定の幹事保険会社（今後選定予定）が行います。
事業者に求める作業支援は、国が、保険条件の検討、保
険付保、保険条件の変更、保険金請求等の手続きを幹事
保険会社との間で行う際に、引受保険団や幹事保険会社
に提示する資料・書類のうち、国だけでは準備が困難な
資料（衛星関連資料（技術資料を含む。）や事故原因関
連データ、保険料予算に係る根拠資料等）の作成・提供
や引受保険団に対する技術プレゼンテーション及びその
サポート等を想定しています。

別表9③C-1

「追跡管制地上ネットワーク」とは局間のネットワークを意図 「追跡管制地上ネットワーク」とは、本事業衛星の打上
されていますか。異なる場合は具体的にご教授頂けないでしょ げ・静止軌道投入の際、本事業衛星を追跡管制するため
うか。
の各管制局間のネットワークを想定しています。

別表14④D-1

秘密保全の観点から万全な計画・体制が確保するための方策に
ついて記述することとあります。業務履行の段階で、体制を確
保しておくことは勿論ですが、提案の段階、契約の段階等、そ
れぞれの段階でどこまで体制を整えておく必要があるのか。

別表17⑥

F-1項としては、業務要求水準書の「第２部 各論」「第５ 本 御理解のとおりです。なお、別表の当該⑥の見出しを
事業の全般管理に関する業務」「2 Xバンド衛星通信システム 「「本事業の全般管理」に係る様式及び記載指示事項」
に係る技術支援」の①～③について提案すればよいか。
に訂正します。

別表17⑥

業務要求水準書の「第２部 各論」「第５ 本事業の全般管理に 「第５ 本事業の全般管理に関する業務」の「１ 統括マ
関する業務」「1 統括マネジメント業務」に関して記述する項 ネジメント業務」の提案については、別表の「① 「経
目はないか。
営管理」に係る様式及び記載指示事項」が該当しますの
で、当該提案は様式Ａに記載してください。

別表17⑥

F-1項に「ダウンリンク及びテレメトリの監視、解析・分析」
とあるが、「監視」及び「定常的行うダウンリンク及びテレメ
トリの解析・分析」は中継器等管制業務のため、「国からの依
頼に応じて行うダウンリンク及びテレメトリの解析・分析業
務」について提案すればよいか。

（様式1）

当該誓約書を提出するのは入札参加予定企業と規定されていま 本様式は、業務要求水準書中の取扱い上の注意を要する
すが、これは代表企業及び構成員並びに協力企業のことでしょ 文書等を閲覧する際に提出するものです。当該文書の供
うか。再受任・下請負者も提出の必要はあるのか。
覧を希望する場合は、本事業への参画形態に関わらず、
本様式を提出する必要があります。

41

本事業の契約後、本事業衛星の運用に関する業務を実施
するための準備時も含め、本事業に関する保護情報等を
取り扱う段階までに保全に係る体制の確保が必要となり
ます。

本業務におけるダウンリンク及びテレメトリの監視、解
析・分析は、国からの依頼があった場合のほか、業務要
求水準を常続的に満足するために必要な範囲で、事業者
の判断により随時行われることも含め想定しています。

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

247

04_サービス対
価の算定・支払

1

21

248

249

250

251

04_サービス対
価の算定・支払

04_サービス対
価の算定・支払

04_サービス対
価の算定・支払

04_サービス対
価の算定・支払

2

4

5

7

20

3

23

1

項目名

質問
回答
相乗りミッションつき衛星バスを使用する提案を行う場合に 「相乗りミッション付衛星バス」を提案する場合、「事
は、衛星調達費（及びその他のサービス対価）をどのように算 業契約書（案）」（資料－１）や「基本協定書（案）」
定すれば宜しいでしょうか。
（資料－６）等に規定する相乗り事業の実施条件等を勘
第1第1項第1号ア
案し、相乗り事業者が負担すべき合理的な費用を控除し
①
たうえで、「衛星調達費」を含むサービス対価を算定し
てください。
「課税対象外のものを除いた費用に係る消費税及び地方消費税
とする」とありますが、課税対象外のものというのは、こちら
で判断してよいのでしょうか。また、ＳＰＣが、本事業衛星等
整備費を、売上として計上するときに、その全額が課税売上と
第1第1項第1号イ 認識されてしまうような場合は、「課税対象外のもの」は無
し、との認識でよろしいでしょうか。

前段について、基本的に応募者の判断ではありますが、
適切な税務処理により過不足のないサービス対価（税
込）を入札価格として提案してください。
後段について、事業契約書の中で賦払いに係る利子（割
賦手数料）が明示されている場合、当該対価に係る消費
税等は非課税になる（消費税法施行令第10条第3項第10
号）と考えているため、当該規定を前提としたサービス
対価を算定するとともに、実務上でも適切に税務処理し
てください。

第1第2項表1

表1では、「資金調達に必要な融資等に係る金利」がサービス
対価に含まれることが明記されておりますが、別途記載されて
いる「融資組成手数料」にどのような費用が含まれるかの詳細
が明確には記載されておりません。例えば、事業者が金融機関
に対して融資期間中アレンジメントフィー、エージェント
フィー、コミットメントフィー等の費用を負担することも考え
られえますが、これらは「融資組成手数料」に含まれるとの理
解でよろしいでしょうか。

御質問で例示された費用のうち、アレンジメントフィー
及びコミットメントフィーは「融資組成手数料」に含ま
れますが、エージェントフィーは事業者の管理費用に含
まれます。

第1第2項(注)

公共施設等維持管理運営費のサービス対価の上限額が28,915百 公共施設等維持管理運営費に係るサービス対価の上限額
万円（税込）という理解でしょうか（この金額が予定価格の範 が28,915百万円（税込）ということです。なお、本事業
囲内という理解でしょうか）。
の予定価格は、本事業に係る全ての予算科目の国庫債務
負担行為設定額の合計額の範囲内で別途算定されます。

第2第2項

事業者からの請求を適法に受理した後30日以内のお支払の記載
がありますが、事業者から発行いたします請求に関わる書式
は、発注者様指定様式請求書以外に使用実績確認書のような要
求元様のご確認をいただくような書類の添付は必要でしょう
か。

42

請求書に添付する書類は特に想定しておりませんが、請
求書の提出に当たっては「事業契約書（案）」（資料－
1）第86条に規定する「業務報告書等」を国に提出し、
その確認を受けておく必要があります。

No.

資料名

ﾍﾟｰｼﾞ

行

252

04_サービス対
価の算定・支払

9

4

第2第3項③

253

04_サービス対
価の算定・支払

9

20

更新に係る維持管理費については、均等ではなく、更新のタイ 原文のとおりとします。
第2第3項第2号① ミングに合わせて支払って頂くことは可能でしょうか。

254

04_サービス対
価の算定・支払

9

27

更新に係る維持管理費については、均等ではなく、更新のタイ 原文のとおりとします。
第2第3項第2号② ミングに合わせて支払って頂くことは可能でしょうか。

255

256

257

258

05_事業者選定
基準

05_事業者選定
基準

05_事業者選定
基準

06_基本協定書
（案）

3

3

3

2

項目名

質問
実際の基準金利は（引渡予定日の提案によりますが）引渡予定
日の約1年前のレートを使用することになるかと思います。入
札に当たっては、入札公告日のレートを使う（引渡予定日の約
3～4年前のレートを使う）ということになりますが、その認識
でよろしいでしょうか。

回答
御理解のとおりです。入札用の基準金利は入札公告日の
レートに基づき計算します。また、実際に支払うサービ
ス対価の基準金利は、各機の引渡前年度の基準金利確定
日のレートに基づき計算します。
なお、「サービス対価の算定及び支払方法」（資料－
4）第2第3項（1）③中の各機の基準金利確定日に係る部
分を「基準金利の確定日（以下「基準金利確定日」とい
う。）は、1号機整備費については平成26年10月31日
（金）、2号機整備費については平成27年10月30日
（金）とし、」に訂正します。

「国の設定する予定価格」とありますが、この「予定価格」と 本事業の予定価格は、本事業に係る全ての予算科目の国
8行下の（２）①必須項目審査に記載されている「国庫債務負 庫債務負担行為設定額の合計額の範囲内で別途算定され
担行為設定額」は同金額でしょうか。
るため、御質問の公共施設等維持管理運営費の国庫債務
負担行為設定額と同金額とは限りません。

14

第6第1項第1号

22

サービス対価が該当する国庫債務負担行為設定額の範囲内で計 応募者の提案するサービス対価が該当する国庫債務負担
画していれば、予定価格の範囲内に入っているとの理解でよろ 行為設定額の範囲内で計画されていることと、当該サー
ビス対価を踏まえた入札価格が予定価格の範囲内にある
第6第1項第2号① しいでしょうか。
こととは別です。No.255の回答を併せて御参照くださ
い。

40

34

「有識者等委員会は、入札価格に比して事業提案の加算項目に
ついて優れた点を認め難いものである場合、改善が望まれる点
等について指摘し、又は意見を付すことがある」と記載されて
第6第1項第2号② いますが、これは、有識者等委員の講評で指摘されるにとどま
イ）
るということでしょうか。または、落札した場合に、提案の変
更を要求されることがあるということでしょうか。具体的に、
応募者にどのような影響があるのか、ご教示いただけますで
しょうか。
取締役会及び監査役の設置とございますが、法定監査人の設置
有無は事業者判断との理解で宜しいでしょうか。
第4条第1項第8号

43

有識者等委員会が指摘した改善要望や意見については、
落札者決定前に応募者に当該内容を照会し、文書で回答
を求める場合があります。そこで提示された回答は「事
業者選定基準」（資料－５）第6第3項の規定のとおり、
要求水準と同等の効果を有します。

御理解のとおりです。応募者が提案する事業者の資本規
模等によって監査が義務付けられる場合は、法令上の規
定に従ってください。

No.

259

資料名
06_基本協定書
（案）

06_基本協定書
260
（案）

261

06_基本協定書
（案）

07_業績監視及
262 び改善要求措置
要領

07_業績監視及
263 び改善要求措置
要領

07_業績監視及
264 び改善要求措置
要領

07_業績監視及
265 び改善要求措置
要領

ﾍﾟｰｼﾞ

行

3

19

4

4

6

6

6

6

21

21

8

8

項目名

質問
本事業に関する融資に係る金融機関から、事業者の株式を担保
に供することを求められることが考えられますが、この場合、
第5条第3項第2号 発注者は、当該担保提供について承諾を行っていただけるとの
理解でよいでしょうか。

第7条第3号

回答
事業者の株式に対する担保権設定を承諾するか否かは、
実際に承諾依頼があった時点で決定します。ただし、Ｐ
ＦＩ事業における資金調達においては、事業者の株式等
に対する担保権の設定が一般的であると認識していま
す。

「電力の有償供給等に関する契約」とありますが、当該契約の 「相乗りミッション機器付衛星バス」の提案内容にもよ
条件等についてご教示願います。
るため一概には回答できませんが、電力供給等の対価、
期間その他の条件等を定める予定です。

「相乗事業者は、甲との間で別途電力の有償供給等に関する契
約を締結するものとし、～」とありますが、当該契約以外に発
第7条第3号
注者又は事業者等と相乗事業に関して締結等を予定・想定して
いる契約、協定、覚書及び許認可等がございましたらご教示願
います。
「事業者の責めに帰す事由による場合」が減額及び罰則点の付
与の対象になる。国が支給する1号機の中継器等や国に引渡後
の衛星バス、2号機の分損または全損により、重大な事象であ
る「通信途絶の発生」があった場合に、事業契約書（案）の99
第3章第2項第1号 条に従い「事業者」に故意又は重過失が無いことが証明された
場合には、減額及び罰則点の付与の対象とならないという理解
で良いか。
同様に本事業対象外である国の通信用の地球局等に起因する事
由は減額及び罰則点の付与の対象とならないという理解で良い
「事業者の責めに帰す事由による場合」が減額及び罰則点の付
与の対象になる。事業者が整備する統合衛星NMSの機能の不具
合若しくは技術支援により事業者が設定した運用パラメータの
第3章第2項第1号 ミス等により、衛星通信が行えない状態となった時に、これは
重大な事象である「通信途絶の発生」に該当するのか。

現時点では想定しておりません。

前段について、事業者が実施する運用業務、維持管理業
務又は全般管理業務等の業務不履行に起因する「通信途
絶の発生」は、事業者の故意又は重過失の有無に関わら
ず、重大な事象に該当します。
後段については御理解のとおりです。

御理解のとおりです。事業者が実施する運用業務、維持
管理業務又は全般管理業務等の業務不履行に起因する
「通信途絶の発生」は重大な事象に該当します。
なお、統合衛星NMSの不具合等の地上施設整備業務に係
る瑕疵である場合は、「事業契約書（案）」（資料－
１）第78条の規定に基づき、瑕疵の修補及び損害賠償を
求めることになります。

12

表１に、支払い区分の構成費目があるが、例えば中継器等管制 前段については、御理解のとおりです。
業務において1号機に関する減額処置となる事象が起こった場 後段については、原文のとおりとします。
合においても、バス管制業務や地上施設維持管理費等を含む1
第3章第2項第2号 号機衛星運用・維持管理費全体が減額されるということか。明
らかに対象となる事象の原因となる業務が特定できるのであれ
ば、支払対象も当該業務のみに限定しても良いのではないか。

19

業務不履行の属する支払区分を減額するのは理解できますが、 事業者に求められるモニタリングの不備等があったとの
第3章第2項第2号 当該区分に関係のないその他の費用の区分を合わせて減額する 観点から業務不履行支払区分に加えて「その他の費用」
理由をお示しください。
も減額する次第です。

44

No.

資料名

07_業績監視及
266 び改善要求措置
要領
07_業績監視及
267 び改善要求措置
要領
07_業績監視及
268 び改善要求措置
要領
07_業績監視及
269 び改善要求措置
要領

ﾍﾟｰｼﾞ

行

7

1

7

7

7

項目名

質問
回答
減額に関しては、維持管理費、運用費、全般管理業務費もしく 維持管理・運用期間中の運用業務、維持管理業務及び全
第3章第2項第2号 はその他費用が対象で、いずれの場合も衛星調達費、地上設備 般管理業務等に係る業務不履行を理由に、本事業衛星等
表1
整備費の減額はされないという理解でよろしいでしょうか。 整備費を減額することはありません。

19

「ア）通信途絶の発生」とは、分損又は全損によるものではな 御理解のとおりです。なお、本事業衛星の分損の場合
は、「イ）本事業衛星の運用又は地上施設の維持管理に
第3章第2項第3号 い通信途絶の発生という理解で宜しいでしょうか。
起因する本事業衛星の分損」が適用されますので、
①
No.268の回答を併せて御参照ください。

20

「イ）本事業衛星の運用又は地上施設の維持管理に起因する本 基本的には御理解のとおりですが、御質問の費用に加え
第3章第2項第3号 事業衛星の分損」とありますが、事業契約書（案）第100条及 て「その他の費用」も減額されます。
び第101条の措置に加えて、衛星運用費又は地場施設維持管理
①
費の減額もなされる、という理解で宜しいでしょうか。

35

業務不履行支払区分について減額を行う場合は、その他の費用 御理解のとおりです。
第3章第2項第3号 の支払区分についても減額され、その他の費用の支払区分につ
いて減額を行う場合は、その他の費用の支払い区分についての
②
み減額されるという理解でよろしいでしょうか。

45

Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業に関する競争的対話（第１回）質疑・回答書

No

質問・確認事項

回答

本事業衛星の調達

議題

資料－１：事業契約書（23ページ）
第57条

該当資料名（ページ数・項目名）

1号機用中継器または官給管制器材の引渡し遅延による本事業
衛星等の納入遅延が生じる可能性を考える場合、1号機用中継
器および官給管制器材の事業者への引渡し期限を明示頂けない
でしょうか。

国が調達する、「１号機」に係る「中継器等」又は「中継器等
管制局」器材の一部の国への引渡し遅延の影響により、「本事
業衛星」の引渡し遅延が想定された場合、国は事業契約書
（案）第31条第1項の規定に基づき、当該「本事業衛星」の引
渡し遅延の有無を事業者と協議します。当該協議を踏まえて、
「本事業衛星」の引渡し遅延が避けられないと国が判断した場
合は、引渡日の変更を含む「要求水準」を変更を行います。
なお、「１号機」に係る「中継器等」の国への納期は平成27年
3月20日、「中継器等管制局」器材の一部の国への納期は平成
26年1月31日です。これを踏まえて、「１号機」に係る「中継
器等」と衛星バスとのインテグレーションは、業務要求水準書
の条件に従い、「中継器等製造者」との間で適切に調整してく
ださい。

本事業衛星の調達

資料－２：業務要求水準書（11ページ）
第2部 各論
第1 本事業衛星の調達に関する業務
2. 業務の前提条件 ⑥ g.

1号機中継器等の官給時期について、インテグレーション試験
完了後に、国から事業者へ官給されるまでに期間が必要です
が、事前に中継器等製造会社との調整により、日程確保のた
め、この期間に衛星システムとしての試験を実施してもよいで
しょうか。

インテグレーション試験完了後も含め、国への納品以前におけ
る1号機用中継器等の管理・保全の第一義的責任は中継器等製
造者にあることから、中継器等製造者の判断により他の試験に
供することも可能です。ただし、その場合は国の承認を得てく
ださい。なお、国は当該他の試験に起因する1号機用中継器等
の性能低下、損傷等に係るリスクを負担しません。

本事業衛星の調達

資料－２：業務要求水準書（12ページ）
第2部 各論
第1 本事業衛星の調達に関する業務
3. 業務の実施方法
3.2 本事業衛星の設計、製造及び試験
3.2.1 設計 ② e．

「追跡管制地上ネットワークシステム」とのインタフェースが
要求されておりますが、これはロケット打上げ時のバス管制局
と追跡管制地上ネットワークシステムとのインタフェースを指
しているのでしょうか。

本項は、本事業衛星と本事業衛星を所定の静止軌道に投入する
ために必要となる「追跡管制地上ネットワークシステム」との
インタフェースに関する規定です。
ご質問のバス管制局と「追跡管制地上ネットワークシステム」
とのインタフェースは、業務要求水準書第2部第2第3.2.1項を
御参照ください。

本事業衛星の調達

資料－２：業務要求水準書（14ページ）
第2部 各論
第1 本事業衛星の調達に関する業務
4. 本事業衛星に関する要求水準
4.1 中継器等
4.1.2 機能

官給品となる1号機の中継器等及び中継器等管制器材には、認
証機能は要求されていませんが、PFI事業の中で整合するよう
に改修が必要でしょうか。改修の場合、日程インパクトが大で
あると考えます。

国が参照資料Ⅰ及びⅡにおいて別途調達する1号機用の中継器
等及び官給管制器材の信号保全機能には、各通信毎において相
互に相手方を確認する機能を含むことを計画しています。この
ため、本事業において事業者が整備する中継機等及び中継器等
管制局は、当該中継器等及び中継器等管制局相互間の認証機能
を確保するとともに、1号機用の中継器等及び官給管制器材の
信号保全機能と整合する機能を有することが必要となります。

1

2

3

4

第2 地上施設整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求
4.2 中継器等管制局
地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（16ページ）
第2部 各論
第2 地上施設整備に関する業務
2. 業務の前提条件 ③

地上施設はDII等により必要な連接を行うとありますが、DIIは 御理解のとおりです。ただし、「基地内の接続点」から局舎へ
防衛省敷地外から直接局舎に接続されるのではなく、基地内の の引き込み及び局舎内の配線は、事業者の担任となります。
接続点から引き込まれると理解してよいでしょうか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（17ページ）
第2部 各論
第2 地上施設整備に関する業務
2. 業務の前提条件 ⑪

「地上施設は・・中継器等に含まれる規約生成装置と相互に適 御理解のとおりです。
合させる」については、規約生成装置の規約を利用できること
との理解でよいでしょうか。

5

6

46

No

議題

質問・確認事項

回答

資料－２：業務要求水準書（20ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.2 中継器等管制局
4.2.1 機能

中継器等管制局については、「専用衛星管制装置」（１号機の 本規定は、無線通信装置を介することを禁止するものではあり
Xバンド衛星通信中継器等管制器材）と同様に「無線通信装置 ません。業務要求水準を満たす限りにおいて、費用対効果の高
を介して」を適用してもよいでしょうか。
い提案を期待します。
ただし、副局の中継器等管制局（2号機用）については、C2号
機と共用になってしまうためアンテナの新設が必要であると考
えます。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（21ページ）
第2部 各論
第2 地上施設整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求
4.4 統合通信インタフェース装置
4.4.1 統合通信インタフェース装置の機
能等 ①

「各自衛隊のXバンド衛星通信システムが相互に２ホップによ 御理解のとおりです。なお、「各自衛隊のＸバンド衛星通信シ
る秘匿通信を行う機能」は、国が保有する各自衛隊の既設のＸ ステム」は、業務要求水準書第1部第11第3項を御参照くださ
バンド衛星通信システム間の２ホップによる秘匿音声通信であ い。
る理解でよいでしょうか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（32ページ） バス管制局を防衛省の敷地外に設置する場合でも、信号保全機 「信号保全機能」については、業務要求水準書第2部第6第2.1
第2部 各論
能と認証機能が要求されているという理解でよいでしょうか。 項のとおりです。また、認証機能については、御理解のとおり
第6 バス管制局を防衛省の敷地外に事業
です。
者が供する場合の業務
3. 地上施設の整備に関する業務
3.4 地上施設に関する要求水準

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（22ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.5 地上施設（局舎）

局舎の構造（鉄筋コンクリート造、鉄骨造等）は提案と考えて 局舎の構造は鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
よろしいでしょうか。
とします。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（22ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.5 地上施設（局舎）

局舎に対しては、「事業用地の諸元等」の「7.対象施設の基本 ご質問の「抗堪性」の意図するところが必ずしも明確ではあり
的性能要件(3)区画」の規定以上の「抗堪性」は要求されてい ませんが、局舎の整備については、業務要求水準書第2部第2第
ないと考えてよろしいでしょうか。
4.5項及び第4.6項並びに別紙3第6項及び第7項を御参照くださ
い。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（22ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.5 地上施設（局舎）

建築設備（電気設備、空調換気設備、給排水衛生設備）の冗長 御理解のとおりです。なお、「電気設備」の冗長性について
性は提案によると考えてよろしいでしょうか。
は、業務要求水準書第2部第2第4.6項を御参照ください。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（22ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.5 地上施設（局舎）

本施設は電力会社による計画停電の影響を受けるのでしょう
か。計画停電の対象となる場合、敷地内他施設からの電力の供
給を受けることは可能でしょうか。もしくは計画する局舎にて
常用自家用発電機等を整備する必要があるでしょうか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

事業用地内の土壌汚染、地中障害物及び埋蔵文化財の存在につ 呉の使用可能地域内には埋設電力線がありますので別途資料を
いてご教示下さい。
交付します。また、敷地内から土壌汚染や埋蔵文化財は発見さ
れておりません。
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該当資料名（ページ数・項目名）

地上施設の整備
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計画停電の影響については必ずしも明確ではありませんが、業
務要求水準書第2部第2第4.6項に規定する自家発電は、本事業
において事業者が整備する必要があります。
また、電気設備の点検や官側で発注する工事により基地内の給
電が停止する場合等においても、当該自家発電により運用を継
続する必要があります。

No

議題

該当資料名（ページ数・項目名）

回答

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

記載のある項目について具体的な仕様が決まっている事項があ 保管施設に関する基準、外柵からの離隔距離、建物周囲の無障
りましたらご教示下さい。
害物範囲等の規定がありますので、別途資料を交付します。
「事業用地の諸元等／7対象施設の基本性能要件／(2)建物（防
災）」の表中の要求事項について、具体的な仕様（対象や数
値）がありましたらご教示下さい。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

適用資料の記載がありますが、これらの内容の他に防衛省独自 本資料No.15の回答を御参照ください。
の基準等がありましたらご教示下さい。

15

16
地上施設の整備

庁舎整備に際して建築基準法による確認申請を行うと考えてよ 事業者において必要な処置を行っていただく必要があります。
ろしいでしょうか。

地上施設の整備

庁舎整備に際して建築基準法による確認申請を行う場合、指定 情報の保全に差し支えのない範囲において事業者の判断により
確認検査機関を利用することは可能でしょうか。
ます。

17
18
地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

敷地配置図に縮尺が記載されておりません。縮尺をご教示下さ 別途資料を交付します。
い。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

「使用可能範囲」周辺の敷地レベル（標高及び敷地内高低差） 概ね平坦な地形です。なお必要な調査工事は、業務要求水準書
の情報をご教示下さい。頂けない場合、計画地には高低差はな 第2部第2第3.3項の規定に基づき事業者が実施します。
く平坦であると考えてよろしいでしょうか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

「使用可能範囲」周辺のCADデータをご提供頂けないでしょう
か。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

飯岡、呉ともに応募者の社員等による現地確認は可能でしょう 必要な経費を応募者が負担すること及び現地部隊の業務に影響
か。
を与えないことを条件に現地確認を行うことは可能です。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

給水、排水の配管接続について特段の条件（接続可能位置等） 給水管、排水管ともに接続可能位置については、特段の条件は
はございますか。
ありません。なお、給水管については、事業者が止水弁を設置
してください。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

特に計画局舎への給水及び計画局舎からの排水について、既存 御理解のとおりです。
給水管、排水管への接続は処理能力に問題ないと考えてよろし
いでしょうか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

計画局舎用に受水槽は不要でしょうか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

既存の給水・排水配管の管径表示が不鮮明です。ご教示くださ 別途資料を交付します。
い。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

排水方式は雨水排水と汚水雑排水の分流方式でしょうか。ま
排水方式は、分流式です。飯岡・呉ともに、汚水は基地内の汚
た、汚水雑排水は合併浄化槽にて条例による規制値以下に浄化 水排水管に、雨水は基地内の雨水排水管にそれぞれ事業者が接
し排水すると考えてよろしいでしょうか。
続してください。

19

20

21

22

23

24

25

26

27

質問・確認事項
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紙での配付のみとします。

使用量を検討の上、必要に応じて事業者が設置してください。
抗たん性及び費用対効果の高い提案を期待します。

No

議題

質問・確認事項

回答

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

敷地内に既存の合併浄化槽がありますが、計画局舎用にも使用 飯岡は合併浄化槽を使用することが可能です。
することが可能でしょうか。それとも計画局舎用に合併浄化槽 呉は、公共下水道に接続しておりますので合併浄化槽の設置は
を新設する必要がありますでしょうか。
不要です。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

排水（汚水、雑排水、雨水）は、浄化槽等を介さず、合流で直 本資料No.27及びNo.28の回答をご参照ください。なお、接続位
接放流が可能と考えてよろしいでしょうか。
置は、現地部隊等と調整の上、決定してください。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

受電用の分岐について特段の条件（分岐可能位置等）はござい 基地内の受電所から事業者が電力線を引き込んでください。
ますか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

図面が不鮮明ですので、「使用可能範囲」周辺の拡大図を頂け 別途資料を交付します。
ないでしょうか。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

架空線はなく、埋設線のみでしょうか。

基地内には、架空線及び埋設線が双方存在します。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

受電は架空線、埋設線のどちらからも可能でしょうか。

局舎周辺は埋設線で整備してください。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

公表平面図の建物はどの建物でしょうか。

対話時に図面をもって御説明いたします。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

ボーリング調査地点がかなり離れており、設計上有効なデータ ご提供できる資料は入札公告において全て公表しています。な
ではありません。「使用可能範囲」近傍の調査データはありま お、必要な調査工事は、業務要求水準書第2部第2第3.3項の規
せんでしょうか。データがない場合、精度の高い構造設計を行 定に基づき事業者が実施します。
うためにボーリング調査を実施して頂くことを要望します。

地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（38ページ以
降）
別紙3 事業用地の諸元等

「ボーリング調査地点」の位置図では調査地点は1カ所です
が、ボーリング調査結果（柱状図）は3カ所となっておりま
す。柱状図の調査位置をご教示下さい。

地上施設の整備

資料－１：事業契約書（案）（28ペー
ジ）
第70条第1項

『「地上施設」の完成』とは、①「地上施設」が「設計書」等 御質問の③のとおり、事業契約書（案）第67条に定める検査に
のとおりに、構造上完成したことか、②第67条第3項に規定す 合格し、完成確認通知書が交付されたことをもって、「「地上
る完成検査の検査結果を受領したことか、又は③第69条第1項 施設」の完成」と御理解ください。
の通知書を発注者から事業者が受領したことのいずれを意味す
るのでしょうか。

本事業衛星の運用

資料－２：業務要求水準書（24ページ）
第2部 各論
第3 本事業衛星の運用に関する業務
3.1 初期性能確認及び運用開始

事業衛星を所定の静止軌道へ投入した後に初期性能確認を実施 初期性能確認は、「既存の衛星通信」と干渉等を起こすことの
するとありますが、所定軌道位置にて1号機の初期性能試験を ない条件で実施するよう御提案ください。
実施すると既存の衛星通信と干渉・輻輳等の障害を起こす可能
性がありますが、1号機の初期性能試験を所定の軌道位置で実
施しても問題ありませんか。
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対話時に図面をもって御説明いたします。

No

議題
本事業衛星の運用

該当資料名（ページ数・項目名）

質問・確認事項

回答

資料－２：業務要求水準書（14ページ）
第2部 各論
第1 本事業衛星の調達に関する業務
4. 本事業衛星に関する要求水準
4.2.1 衛星バスTT&C

衛星バスのテレメトリ・コマンド信号の信号保全方式は電子政 御理解のとおりですが、規約は規約生成装置で生成したものを
府推奨暗号リストに従うことになっていますが、平成15年2月 使用する必要があります。なお、バス管制局を防衛省の敷地外
20日付けのリストを適用することで宜しいでしょうか。
に事業者が供する場合の暗号の選択については、業務要求水準
書第2部第6第2.1項の規定により、当該調整時点における最新
の電子政府推奨暗号リストの適用を含めて国と調整してくださ
い。

地上施設の維持管理 資料－２：業務要求水準書（27ページ）
第2部 各論
40
第4 地上施設の維持に関する業務
2. 業務の前提条件 ⑦及び⑧

地上施設の更新に係わる廃棄品の扱いにつきまして、修理にお 故障部品等、国が所有権を有する物品については、国の処分要
ける故障部品や、電子計算機等の更新における旧機材の扱いに 領によります。
ついて、明確にしていただきたい。
ただし、電子計算機等、事業者がリース等の方法により国に提
供した物品については当該リース等契約の規定によります。

39

地上施設の維持管理 入札説明書（3ページ）
3 事業概要
(4) 事業内容
④ 地上施設の維持管理に関する業務

「事業者は地上施設を国に引渡した後・・・」とありますが、
この引渡しは所有権の移転ではなく、所有権は民側にある状態
で器材を引き渡し使用いただくいわゆる、賃貸借の位置付けで
器材を納めることも可能でしょうか。その時に事業者（甲）と
メーカ（乙）とが賃貸借契約を結び、第三者契約として賃貸借
会社（丙）を入れた第三者賃貸借契約とすることができるで
しょうか。（本件は、サーバー等のレンタルの取り扱いを想定
しております。）
上記のサーバーとは、地上施設の統合衛星NMSのサーバーを指
します。

本事業の全般管理

資料－２：業務要求水準書（22ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.7 各自衛隊のXバンド衛星通信システ
ムの改修等

各自衛隊の既設のＸバンド衛星通信システムに対して、改修を 御理解のとおりです。ただし、ご質問の改修部分について、本
行うとありますが、本事業での維持管理の範囲は、各自衛隊の 事業に起因して新たに改修等を行う必要が生じた場合は、事業
Ｘバンド衛星通信システムの改修部分は対象外と考えてよいで 者の負担において必要な処置を行う必要があります。
しょうか。

本事業の全般管理

資料－２：業務要求水準書（30ページ） 統合衛星NMSの機能として、スーパーバードC2号機に関する回 業務要求水準書第2部第5第2項②の規定により、統合衛星NMSの
第2部 各論
線設計・運用計画の作成を実施する機能が含まれているが、技 運用に関する限りにおいて技術支援の範囲に含まれます。
第5 本事業の全般管理に関する業務
術支援の範囲には含まれないとの理解でよいでしょうか。
2. Xバンド衛星通信システムに関わる技
術支援
① 回線設計及び回線品質管理

本事業の全般管理

資料－２：業務要求水準書（30ページ） 地上施設の整備として、統合衛星NMSに対し、24時間365日稼働 御理解のとおりです。
第2部 各論
が要求されていますが、24時間365日の技術支援は要求されて
第5 本事業の全般管理に関する業務
いないとの理解でよいでしょうか。
2. Xバンド衛星通信システムに関わる技
術支援
② 統合衛星NMSの運用
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42

43

44

50

「地上施設」を構成する設備・器材等であって、「地上施設」
において衛星バス若しくは中継器等の管制、衛星通信ネット
ワークの管理又は衛星通信連接を実施するに当たり、平素一体
となってこれらの機能を発揮する設備・器材等を賃貸借（リー
ス）により調達することは認められません。したがって、御質
問の「統合衛星NMSのサーバー」を賃貸借（リース）により調
達することは認められず、引渡時に「発注者」に所有権を移転
していただくことになります。
なお、「バス管制局」を防衛省敷地外にBOO方式で整備する場
合において、事業契約書（案）第87条第2項の規定に基づき、
賃貸借（リース）による調達を「発注者」が承諾するのは、衛
星バスを管制する機能を平素一体となって発揮する設備・器材
等のうち、当該機能を発揮するために必要十分な管制設備・器
材一式を除いた付属的な物品等に限られます。このため、事業
契約書（案）第87条第1項並びに参加資格関係以外の回答No.5
及びNo.91のとおり、「バス管制局」に係る管制設備・器材一
式は「事業者」が所有する必要があります。

No

該当資料名（ページ数・項目名）

質問・確認事項

回答

本事業の全般管理

議題

資料－２：業務要求水準書（30ページ）
第2部 各論
第5 本事業の全般管理に関する業務
2. Xバンド衛星通信システムに関わる技
術支援
② 統合衛星NMSの運用

各自衛隊の既設の衛星通信システム関連器材は本事業の維持管
理の対象外であると想定しております。一方で、統合衛星NMS
の運用に関する技術支援として故障、障害時の対処が要求され
ております。End to Endでの通信サービスの品質を確保するた
めには既設の器材を含めた原因解析が必要でありますが、本技
術支援の範囲はこれに伴う一次切り分けまでとし、本事業以外
までの技術支援は含まないと理解してよいでしょうか。

本項②で規定する「故障、障害又は電波妨害等を検出した場合
の対処」とは、本事業衛星の運用中にこれらを検出した場合お
ける統合衛星NMSによる対応に関する技術支援です。本事業に
おける「通信サービスの品質の確保」については、同項①の規
定による技術支援に含まれます。

リスク分担

資料－１：事業契約書（案）（4ページ） 「保証金額又は保険金額は、「本事業衛星等整備費」（「割賦 「民有地」である「事業用地」にBOO方式で「地上施設」を整
第9条第2項
手数料」を除く。）の10 分の1 以上に相当する額とする」と 備する場合又は「民有建物」内に「地上施設」を整備する場合
ありますが、地上施設の一部について賃貸借による調達を想定 で、「事業用地」又は「民有建物」の賃貸借に係る費用が地上
している場合でも、「本事業衛星等整備費」にはこの賃貸借に 施設維持管理費に相当する場合は、保証金額又は保険金額の算
係る部分は含めなくてよい（「本事業衛星等整備費」ではなく 定に、賃貸借に係る費用を含む必要はありません。
「地上施設維持管理費」のため）との理解でよろしいでしょう 併せて、本資料No.41の回答を御参照ください。
か。

リスク分担

資料－１：事業契約書（案）（7ページ） 打上げの実施又は延期に関して、打上企業及び打上関連企業に 前段については、御理解のとおりです。事業契約書（案）第16
第16条2項
発生した損害を、発注者及び事業者が、原則として一切負担し 条第2項は、「事業者」及び「調達企業」が打上げサービスに
ないような契約を締結しなければならないとされていますが、 係る当初の対価以外に「打上企業」又は「打上関連企業」に生
参加資格以外の回答№19、20
回答No. 20(～選定する必要があります)に基づき、当該条件の じた増加費用又は損害を原則として一切負担しないことを打上
受け入れは、打上企業選定の絶対条件として求められていると げサービス調達の条件としています。
理解すべきでしょうか?
後段については、商用打上げサービス市場において、打上げ委
「原則として、一切負担しないような」という事業契約書(案) 託者が前記の増加費用及び損害を負担しない条件により打上げ
の文言は、事業者側の解釈が許容されるのか否か、発注者側に サービスを調達することは可能であると認識しています。ま
明確な解釈がある場合は、お示し頂きたくお願いします。
た、「事業者」又は「調達企業」が、当該条件よりも不利な条
件で打上げサービスを調達することも想定しておりません。さ
らに、打上業務の委任又は請負に係る契約に基づき、結果的に
「事業者」又は「調達企業」に増加費用が発生した場合であっ
ても、「発注者」は当該費用を一切負担しません。したがっ
て、提案に当たっては、かかる増加費用又は損害により「事業
者」の経営の安定が損なわれることのないよう、打上げサービ
スの調達条件等も含め十分に御配意ください。

リスク分担

資料－１：事業契約書（案）（13,17,20
ページ等）
第32条4項、第37条第3項、第47条第2項1
その他
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参加資格以外の回答№40、65、73
リスク分担

49

資料－１：事業契約書（案）（21ペー
ジ）
第50条
参加資格以外の回答№77、78

発注者側に帰責事由があるリスクの内「中継器等製造者」およ 原則として各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対し
び「官給管制器材製造者」の責めに帰する事項の発注者負担範 て責任を負う範囲に含まれると考えているので、原文のとおり
囲は、各製造者との契約に基づき各製造者が発注者に対して責 とします。
任を負う範囲に限定されていますが、契約の公平性の観点か
ら、備考のうち、”ただし、「発注者」の負担は、各製造者と
の契約に基づき各製造者が「発注者」に対して責任を負う範囲
に限定される。”を削除して頂けないでしょうか。
事業者は自らの責任において1号機の衛星バスと中継器等のイ 原文のとおりとしますが、中継器等製造者を含む第三者に帰責
ンテグレーションを行わなければならないとされており、か
性がある場合には、事業者で第三者に賠償請求願います。
つ、事業者は中継器等製造者との調整が不調となった場合で
あっても、本契約に基づく責任を免れることができないとされ
ています。これはインテグレーションの不調について事業者に
帰責性が存しない場合であっても事業者に結果責任を負わせる
点で妥当ではないと思われますので、過失責任としていただけ
ますでしょうか。
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No

議題
リスク分担

該当資料名（ページ数・項目名）
資料－１：事業契約書（案）（31ペー
ジ）
第77条
参加資格以外の回答№98、99

50

回答
参加資格以外の回答No.98及びNo.99の回答のとおり、各「本事
業衛星」及び当該「本事業衛星」に係る「地上施設」は一体的
に調達・整備されて始めて所要の機能を発揮するものであり、
個々に引渡されることは認められません。従って、原文のとお
り、遅延利息の算定は「本事業衛星等整備費」（割賦手数料を
除く。）相当額とします。
なお、本事業はPFI方式による調達であり、事業者には全般管
理企業を通じて、選定企業が実施する各業務の工期等を統括的
に管理・調整することが要求水準として求められています。

リスク分担

資料－１：事業契約書案（38ページ）
第97条3項

「本事業衛星」の機能の低下又は寿命の短縮が生じ、「本事
業」に係る「発注者」の費用が減少するときは、「発注者」は
合理的な金額の範囲内で「本事業衛星等運用・維持管理費」、
「全般管理業務費」又は「その他費用」を減額できるとありま
すが、例えば本事業の機能低下が生じても、業務要求水準を達
成するためには機能低下前の人員・設備が必要で「本事業」に
係る「発注者」の費用が減少しなかった場合に、本条項は適用
されないという理解で良いでしょうか。
同様に、例えば寿命短縮により、人員・設備の使用期間が短縮
されたとしても、その精算・現状復帰等に費用を必要とし、結
果的に「発注者」の費用が減少しなかった場合に、本条項は適
用されないという理解で良いでしょうか。
上記の「精算・現状復帰等」とは、人員・設備について、運用
期間を見込んで締結した各種契約（派遣契約・労働契約・電算
機等のリース・レンタル契約）の解除に伴う費用（違約金、損
害賠償等）を想定しております。

それぞれの事象については、発生時点において個別具体的に判
断されることになるため、御質問のような例示が妥当か否かは
現時点では判断できません。
ただし、当該「本事業衛星」の機能の低下や寿命の短縮が生じ
たとしても、機能低下前の人員・設備の必要で「本事業」に係
る「事業者」の費用が減少しないことが合理的に認められる場
合は、それらに対応する費用を減額することはありません。後
段の精算・現状復帰等については、その具体の内容にもよりま
すが、増加費用として第97条第1項の規定に従うべきものと考
えます。

リスク分担

資料－１：事業契約書（案）（39ペー
ジ）
第99条

事業契約を締結する段階で、国が保険を付保するか、どういう
保険を付保するかが確定していないと思われますので、事業契
約の締結に際しては、第99条第2項1は削除し、また第99条2項2
の「「本事業衛星」に関して国が保険を付保しない場合であっ
て、」を削除して頂けますでしょうか。

原文のとおりとします。「事業者」に故意又は重過失がある場
合は保険金が拠出されていないと考えているので、「発注者」
が保険を付保する場合は故意又は重過失の判断を保険と同じく
することで「発注者」が損失を被ることがないようにしていま
す。ただし、現時点では「発注者」が保険契約を締結できてい
ないことから、事業契約書（案）第99条第2項各号による措置
を設けております。
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参加資格以外の回答№135

リスク分担

53

質問・確認事項
納期の遅延に伴う違約金は、「本事業衛星等整備費」相当額に
遅延利息を乗じ、「本事業衛星等整備費」の10%に相当する額
を上限とするという記載がありますが、事業者は、本事業衛
星、地上設備それぞれの製造者に、他の製造者の設備納入の遅
延を理由とした、違約金を課すことはできません。
従いまして、当該違約金の多くは、事業者が自身のリスクとし
て抱えることとなります。「本事業衛星等整備費」相当額に遅
延利息を乗じるのではなく、本事業衛星、地上設備、個々の遅
延に対して個別扱いをして頂けないでしょうか。

資料－１：事業契約書（案）
（40,41,45,47,93,95ページ）
第100条第4項、第101条第4項、第107条第
4項、第110条第3項
別紙12 第5条第4項、別紙13 第2条第4
項

様々なリスクにおいて違約金の考え方及びその上限が定められ 原文のとおりとします。
ているものの、一方で違約金の上限を超過した額を事業者に請
求できるともされております。このため、実質的にはリスクの
上限が無いことになり、金融機関との交渉及び提案価格の算定
に支障をきたすおそれがあります。従いまして、リスクの上限
を設定していただくか、または本条項を変更して頂けますで
しょうか。
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No

質問・確認事項

回答

リスク分担

議題

資料－１：事業契約書（案）（48ペー
ジ）
第111条2項

該当資料名（ページ数・項目名）

発注者の任意又は帰責事由による契約の解除に起因して、事業
者に発生する合理的な費用及び損害を負担するとありますが、
例えば使用期間が短縮されたとしても、人員・設備については
その精算・現状復帰等に費用を必要とし、結果的に事業終了ま
での利用に関わる費用と同額になっても、事業者に発生する損
害として本条項は適用されると理解して良いでしょうか。合理
的な費用及び損害の対象として、原価の他、一般管理費及び販
売費、利子・利益まで含まれると理解して良いでしょうか。
上記の「精算・現状復帰等」とは、人員・設備について、運用
期間を見込んで締結した各種契約（派遣契約・労働契約・電算
機等のリース・レンタル契約）の解除に伴う費用（違約金、損
害賠償等）を想定しております。

前段については、御質問の例示にある人員・設備の精算・原状
復帰等の費用が具体的に何を指すかは不明ですが、当該費用
が、「民有地」又は「民有建物」に整備された「地上施設」に
係る原状回復費用や撤去費用等に該当すれば、第111条第1項第
二号の規定に従い、これらの費用は「事業者」が負担すること
になります。
後段については、原価や一般管理費等の一部又は全部が本契約
の解除に起因して「事業者」に発生する費用及び損害と合理的
に認められる場合は「発注者」が負担しますが、販売費や利
子・利益等、逸失利益に相当する費用は第111条第2項の規定に
従い、「発注者」は一切負担しません。ただし、本事業の中途
終了後についての合理的な費用の発生は無いものと考えていま
す。

リスク分担

資料－１：事業契約書（案）（47ペー
ジ）
第110条2項

引渡日到来後の契約解除の違約金が、維持管理・運用期間の残 原文のとおりとします。
存期間の支払総額の10％と規定されており、原文どおりとの回
答をいただいておりますが、応札額の高騰を避けるため、今一
度、当該契約解除の違約金算定を年度費用の10％としていただ
くことを検討願えませんでしょうか。
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参加資格以外の回答№165
リスク分担

56

資料－７：業績監視及び改善要求措置要
領（6ページ）
第3章 減点及び罰則点の付与
第2項 本事業衛星の運用、地上施設の維
持管理及び本事業の全般管理に係る減額
及び罰則点の付与方法
第1号 基本的な考え方
参加資格以外の回答№262

参加資格以外の回答No.262の回答のとおりです。
本事業衛星の分損又は全損の事由が、事業者の故意又は重過失
に関わらず、事業者が実施する運用業務、維持管理業務又は全
般管理業務等の業務不履行に起因する場合は「重大な事象」に
該当します。

秘密保全

資料－２：業務要求水準書（5ページ）
第1部 総論
第5 秘密保全等
（1） 秘密の保全等

本事業衛星の調達に関する業務において、保護すべき情報に該 業務要求水準書の参照資料Ⅰ及び参照資料Ⅱ並びに別紙2
当するものは何がありますでしょうか。
No.28に規定する保護すべき情報が該当します。また、これら
を基に事業者が作成した情報も保護すべき情報に該当しますの
で、細部は関係規則を御参照ください。

秘密保全

資料－２：業務要求水準書（5ページ）
第1部 総論
第5 秘密保全等
（1） 秘密の保全等

バス管制局の整備とその維持管理、及びバス管制の業務におい
て、保全管理が必要となる情報に該当するものは、保護すべき
情報である衛星バスとバス管制局との間の認証機能の鍵のみと
いう理解で宜しいでしょうか。

秘密保全

資料－２：業務要求水準書（5ページ）
第1部 総論
第5 秘密保全等
（1） 秘密の保全等

本事業衛星への保険付保等に係る作業支援において、保護すべ 本資料No.57の回答と同様の内容を取扱う場合には、当該内容
き情報に該当するものは何がありますでしょうか。
が保護すべき情報に該当します。

秘密保全

資料－２：業務要求水準書（5ページ）
第1部 総論
第5 秘密保全等
（1） 秘密の保全等

地上施設の維持管理において、「秘密」の業務として規約生成 規約生成装置は、事業者が整備する地上施設に該当しないた
装置の管理のみを想定しています。他の業務があれば具体的に め、地上施設の維持管理に関する業務の対象とはなりません。
提示願います。
なお、秘密の取扱いを含む当該業務には、統合通信インター
フェース装置の維持管理が含まれます。
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「事業者の責めに帰す事由による場合」が減額及び罰則点の付
与の対象になります。国が支給する1号機の中継器等や国に引
渡後の衛星バス、2号機の分損または全損により、重大な事象
である「通信途絶の発生」があった場合に、事業契約書（案）
の99条に従い「事業者」に故意又は重過失が無いことが証明さ
れた場合には、減額及び罰則点の付与の対象とならないという
理解で良いでしょうか。
本質問は、国に引渡後の「本事業衛星の分損又は全損」を原因
とし、且つ事業者の故意又は重過失に起因しない場合の「通信
途絶の発生」は、減額及び罰則点付与の対象とならないことに
ついて確認することを目的とするものです。

53

御理解のとおりです。
なお、本事業全般について、事業契約書（案）第5条に基づ
き、「事業者」には秘密保持が義務付けられていることも御留
意ください。

No

議題
秘密保全

該当資料名（ページ数・項目名）
資料－２：業務要求水準書（22ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.5 地上施設（局舎）

質問・確認事項

回答

中継器等管制局の局舎内で設置、保管が必要となる「秘密」、
「保護すべき情報」の対象資料や機器はどのようなものが含ま
れるでしょうか。またそれを設置・保管するための区画は、ど
のような仕様で整備すればよろしいでしょうか。

中継器等管制局の局舎内で「設置、保管が必要となる「秘
密」、「保護すべき情報」の対象資料や機器」は次のとおりで
す。
・秘密に係る資料
中継器等管制に係る国の指示のうち、自衛隊の行動に関する
もの等
・秘密に係る機器
統合通信インターフェース装置
・保護すべき情報
本資料No.57の回答を参照
また、これらを「設置・保管」するための区画の仕様は、本資
料No.15の回答のほか、関係規則によります。

61

既存要員・設備の利
活用

本事業とは別に防衛省向け事業（以下、「別事業」という）に 御質問の条件を満たす場合は、御理解のとおりです。
供している要員・設備について、以下を前提に、これを共用す
ることは可能でしょうか。
・対象とする設備・要員を共用することによって、本事業の総
経費低減が可能であること。また、別事業の総経費低減が可能
であること。
・対象とする設備は、本事業の業務要求を達成するために必要
なものであり、且つ本事業の対象施設として明示されていない
もの。
・対象とする要員・設備について、本事業と別事業の明確な責
任分界、費用配賦が可能であること。

62

著作権

資料－２：業務要求水準書（8ページ）
第1部 総論
第9 著作権に関する指示

事業者が作成した設計書、手順書、ソフトウェアその他の著作
物等の全てについて国へ移転するとあるが、対象となる著作物
の指定、もしくは範囲が不明確です。
また、移転後のプログラム修正等の手続きが煩雑になり問題発
生時の対処が困難になる可能性がありますので著作権移転後の
取り扱いについて明示いただけるようお願いいたします。

その他

資料－１：事業契約書（案）（60ペー
ジ）
別紙3 用語の定義 61他

税率が今後上がることが予定されていますが、シート作成上は 御理解のとおりです。
一律消費税等については5％（提案書提出時のもの）としてよ
ろしいでしょうか。

その他

資料－３：様式集及び記載要領（49ペー
ジ）
様式A－5添付②

資金収支計画（資金需要、資金調達）について、H42年度まで
となっていますが、サービス対価の最終受領、借入の最終返済
等でH43年度上期に資金の出入りが発生する可能性がありま
す。また、DSCRの指標の値は、銀行借入用に独自に作成してい
るキャッシュフロー表とは必ずしも一致しない場合も想定され
得る点、ご了承願います。

前段については、応募者の提案に併せて、最終年度は適宜追加
してください。
後段については、提案様式A-5添付②の＜様式作成にあたって
の留意事項＞を踏まえて、DSCRを正確に計算してください。そ
の上で、銀行借入用に別途計算するDSCRと異なることについ
て、その理由を明示願います。

その他

資料－３：様式集及び記載要領（51ペー
ジ）
様式A－5添付④

注意事項の*10について、「整備期間中と運用期間中の資金調
達条件が異なる場合には、各々の借入について、その条件を
別々に記載すること」とありますが、これは、同様式内の空き
スペースを利用して記載する、との理解でよろしいでしょう
か。（その場合、＜様式作成にあたっての注意事項＞はこちら
にて一部削除する可能性があります。ご理解願います。）

調達条件・返済条件等の欄に記載いただくことを想定していま
すが、スペースが不足する場合は、空きスペースに記載しても
構いません。
なお、その他の添付様式についても、＜様式作成にあたっての
注意事項＞は適宜削除いただいて結構です。
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前段について、対象となる著作物の範囲は事業契約書（案）第
13条第1項を御参照ください。
後段について、「事業者」は、著作権の移転後においても、本
事業の実施に必要な範囲において、本事業衛星の運用の中断又
は変更を要しない軽微なプログラム修正等を適宜実施すること
ができます。この場合、事業者はソフトウェアの版管理を適切
に行い、国に修正等について随時報告してください。なお、本
事業衛星の運用の中断又は変更を伴うプログラム改修等が必要
な場合は、速やかに国と協議してください。

No

質問・確認事項

回答

その他

議題

資料－４：サービス対価の算定及び支払
方法（4ページ）

該当資料名（ページ数・項目名）

「１号機衛星調達費」「１号機地上施設整備費」「２号機衛星
調達費」「２号機地上施設整備費」のそれぞれに、建中金利や
融資組成手数料といった資金調達に係る費用が、含まれていま
すが、必ずしも、これらの4区分毎に分けて資金調達を想定し
ていない場合には、「建中金利」「融資組成手数料」をここま
で明確に区分するのはやや困難かとも思われます。この場合
は、場合によっては、事業者側の何らかの基準にて「建中金
利」「融資組成手数料」を上記の4区分に割り当ててもよろし
いでしょうか。

基本的には御理解のとおりです。
建中金利や融資組成手数料、その他初期投資として認められる
費用については、応募者が提案する資金調達方法に応じた合理
的な按分比率によって各割賦原価に適切に配賦して下さい。

その他

入札説明書（16ページ）
17 落札者の選定方法
(3) 落札者の選定方法
③ 第二次審査

一般的にPFI事業では開示される場合もありますが、本事業に 平成24年度の防衛省の予算は、下記ホームページに公表されて
係る公共施設等維持管理運営費だけでなく、施設整備等も含め います。予定価格は開示できかねます。
た、本事業全体に係る国庫債務負担行為設定額または本事業の http://www.mod.go.jp/j/yosan/2012/yosan.pdf
予定価格を教えていただけませんでしょうか。
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参加資格以外の回答№7
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Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業に関する競争的対話（第２回）質疑・回答書

No

議題
本事業衛星の調達

1

該当資料名（ページ数・項目名）
資料－２：業務要求水準書（14ページ）
第2部 各論
第1 本事業衛星の調達に関する業務
4. 本事業衛星に関する要求水準
4.2 衛星バス
4.2.1 衛星バスTT&C

質問・確認事項

回答

衛星バス管制局を防衛省殿敷地外に設置する場合において、本
事業衛星とバス管制局との間の認証機能の目的は、本事業衛星
に対して第三者からのコマンドが実行され、本事業衛星のバス
管制に支障を及ぼすことを避けることであると理解しておりま
す。よって認証機能を付与すべきはバス管制局から衛星に実行
するコマンドのみに認証機能を付与することが御要求と理解し
ておりますが、ご確認願います。

本事業衛星とバス管制局との間の認証機能は、相互に通信の相
手方を認証できる必要があります。
なお、第1回競争的対話No.4の回答のとおり、1号機の中継器等
と官給管制局器材の一部は、信号保全機能に各通信毎において
相互に相手方を確認する機能を含むことを計画していますので
参考にしてください。

中継器等管制局の各器材は、業務要求水準書第2部第2第4.5項
に規定する局舎に整備する必要がありますが、統合通信イン
ターフェース装置を除き、設置に関する保全上の規定はありま
せん。

資料－２：業務要求水準書（20ページ）
第2部 各論
第2 地上施設整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.1 バス管制局 ④
地上施設の整備

資料－２：業務要求水準書（20ページ）
第2部 各論
第2 地上施設の整備に関する業務
4. 地上施設に関する要求水準
4.2 中継器等管制局
4.2.1 機能

中継器等管制局器材として整備される、「TT&C信号保全化装
置」は、保全室に整備する必要がありますでしょうか。

本事業衛星の運用

資料－２：業務要求水準書（24ページ）
第2部 各論
第3 本事業衛星の運用に関する業務
2. 業務の前提条件 ①

「事業者は、本事業衛星の打上から所定の軌道位置で運用可能 本事業衛星の打上から所定の軌道位置で運用可能となるまでの
となるまでの間に必要な周波数の確保及び無線局免許の取得を 間の電波法等に係る手続きは、必要な手続きの有無の確認を含
行う。」とありますが、通常の開設申請と予備免許以外に、こ めて事業者が実施してください。
の間に特に必要となる無線局免許は無く、後は近隣の他の衛星
オペレータとの調整等により周波数の確保を行うことを想定し
ておりますが、そのような理解でよろしいでしょうか。

本事業衛星の運用

資料－２：業務要求水準書（24ページ）
第2部 各論
第3 本事業衛星の運用に関する業務
3. 業務の実施方法及び要求水準
3.1 初期性能確認及び運用開始

第1回目の事前質問No.38の回答の条件を満たすため、本事業衛
星の初期性能確認は、所定軌道位置投入前に他の静止軌道位置
にて行うことを考えておりますが、相乗りミッションについて
も同様に、他の静止軌道位置位置にて、初期性能確認を実施
し、その後所定の静止軌道位置へ移動し中継器等の初期性能確
認を実施する場合、問題は有るでしょうか。

第1回競争的対話No.38の回答のとおり、Ｘバンドの初期性能確
認は、「既存の衛星通信」と干渉等を起こすことのない条件で
実施するようご提案下さい。この際、国の固定局及び移動局に
おいても電波法関連の手続きが必要となりますので、試験内容
等については、このための期間を考慮し御提示ください。
なお、「相乗りミッションの初期性能確認」については、事業
者の計画によります。

本事業衛星の運用

資料－６：基本協定書（案）（2ページ） 事業者が取締役会を設置するかどうかは、事業者の選択とし
第4条第1項第8号
て、よろしいでしょうか。会社法では、取締役会の設置は、必
ずしも義務付けられていないと認識しており、事業者の意思決
定方法としては、例えば、株主総会等で代替することも可能と
考えます。

基本協定書（案）第4条第1項第八号に規定するとおり、事業者
の定款に会社法第326条第2項に定める取締役会及び監査役を設
置することを定めることを求めていますので、取締役会は必ず
設置してください。

2

3

4

5

地上施設の維持管理 資料－２：業務要求水準書（26ページ）
第2部 各論
6
第4 地上施設の維持に関する業務
1. 業務の概要

地上施設の維持管理対象器材の中で、秘の物件が発生した場合 御理解のとおりです。
でも、秘の物件は 事業者側の維持管理対象に含まれるという
理解でよろしいでしょうか。
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No

質問・確認事項

回答

本事業の全般管理

議題

資料－２：業務要求水準書（30ページ）
第2部 各論
第5 本事業の全般管理に関する業務
2. Ｘバンド衛星通信システムに係る技
術支援

本事業対象外である国の通信用の地球局の初期回線設定（地球
局の新規導入時などの際に、衛星通信器材の送信電力、周波数
等を規定値に設定する作業）は、本事業の対象外という理解で
よろしいでしょうか。

「初期回線設定」の実施については、中継器等管制局と「地球
局」（固定局及び移動局）が密接に連携することが必要です。
このうち、中継器管制局側の作業は、中継器等管制業務に含ま
れ、「地球局」（固定局及び地球局）側の作業は、国が実施し
ます。

リスク分担

資料－２：業務要求水準書（6ページ）
第1部 総論
第5 秘密保全等
(1) 秘密の保全等

第1回競争的対話で回答いただいたNo.60の継続質問です。地上
施設の維持管理において「秘密」に該当する機器としては統合
通信インターフェース装置と規約生成装置が該当すると理解し
ております。
統合通信インターフェース装置は中継器等管制局の局舎内に設
置されますが、規約生成装置はどこに設置されるのでしょう
か。
また、規約生成装置に関する運用および物品保管は国が行うと
理解してよろしいでしょうか。

規約生成装置は、事業者が整備する地上施設に該当しないた
め、地上施設の維持管理に関する業務の対象とはなりません。
なお、規約生成装置は、防衛省市ヶ谷地区に設置することを予
定しています。また、同装置の運用及び物品の管理は御理解の
とおりです。

総論

資料－２：業務要求水準書（4ページ）
第1部 総論
第4 国が実施する業務

定期的な国への報告・連絡や、緊急時・不具合時の初期対応の
際の国への報告・連絡等に関する国の窓口は、幕若しくは部隊
という理解で宜しいでしょうか。
この場合、国の窓口となる組織は一本化されるのでしょうか。

本事業契約に関し、国の窓口となるのは契約担当官（装備施設
本部長）となります。
ただし、事業契約書（案）第21条に基づき、別途複数の監視職
員を置く場合があります。

7

該当資料名（ページ数・項目名）

8

9
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No

議題
リスク分担

該当資料名（ページ数・項目名）
資料－１：事業契約書（案）（21ペー
ジ）
第50条

質問・確認事項

回答

事業契約書（案）第50条第2項には、「「発注者」は、「中継
器等製造者」をして、「1号機」に係るインテグレーション試
験に必要な協力をさせる」旨規定されておりますが、｢中継器
等製造者｣の協力の程度が低い、または国の「中継器等製造
者」に対する働き掛けにも拘らず、結果として「中継器等製造
者」の協力がなされない場合等の理由によりインテグレーショ
ンが不調となった場合は、国に帰責事由があるものとして、同
条第2項に基づき、国側の責任を問える趣旨であると理解して
よろしいでしょうか。
また前回の競争的対話（質問No.49）において、事業契約書
（案）第50条については「原文のとおりとしますが、第三者に
帰責性がある場合には、事業者で第三者に賠償請求願いま
す。」と回答いただいております。当該回答の趣旨は、インテ
グレーションが不調となり国に損害が発生した場合において、
事業契約書（案）第50条第1項第2文は事業契約書（案）第33条
の「別段の定め」には該当せず、第33条に基づく民法の原則に
従った責任を事業者が負う、ということと理解してよろしいで
しょうか。

まず、「１号機」の「中継器等」に係るインテグレーションが
不調となった場合のリスク分担は、次のとおり整理されます。
① 「中継器等製造契約」を構成する仕様書の不備、事業契約
書（案）第50条第2項に規定する「中継器等製造者」への協力
要請の懈怠等があった場合は、「発注者」の責めに帰すべき事
由があったものと解釈されます。
② 「中継器等製造者」の製造した「１号機」の「中継器等」
が仕様書を満足しない場合、「中継器等製造者」が仕様書に定
めるインテグレーション試験への協力を適切に履行しない場合
等、「中継器等製造契約」に基づき「中継器等製造者」が「発
注者」に対して責任を負う場合は、「事業者」との関係におい
ては、「発注者」の責めに帰すべき事由があったものと解釈さ
れ、「中継器等製造者」が「発注者」に対して責任を負うべき
範囲に限って「発注者」が増加費用又は損害を負担し、「中継
器等製造者」に対して損害賠償等を請求します。
③ ②に該当しない場合であって、「中継器等製造者」の責め
に帰すべき事由があった場合は、「発注者」は責任を負わない
一方、事業契約書（案）第50条第1項の規定により「事業者」
はインテグレーションを履行する責任を免れませんので、「発
注者」との関係においては「事業者」の責に帰すべき事由とし
て扱い、「事業者」が第三者である「中継器等製造者」に対し
て損害賠償等を請求してください。
④ 「１号機」の「中継器等」に合致しない衛星バスを調達し
た場合、「中継器等製造者」との調整・協力が不適切であった
場合等、「事業者」においてインテグレーションに係る債務不
履行が認められる場合は、「事業者」の責めに帰すべき事由が
あったものと解釈され、「発注者」は事業契約書（案）の定め
に従い、違約金等を請求します。
⑤ 事業契約書（案）第50条第1項に基づき「事業者」が「中
継器等製造者」と適切に調整したにも関わらず、インテグレー
ションが不調に終わった場合等、前記①から④のいずれの場合
にも該当せず、「発注者」及び「事業者」のいずれにもその責
を帰すことができない場合は、第36条及び別紙9（不可抗力に
よる措置）の規定が適用されます。
御質問の前段の例示については、基本的には上記の①、②又は
③に該当するものと解釈されますので、①又は②に該当する場
合は御理解のとおりですが、③に該当する場合は、「事業者」
において「中継器等製造者」に対して損害賠償等を請求してく
ださい。
また、御質問の後段で御指摘の事業契約書（案）第50条第1項
第2文は、上記の③又は④のいずれか又はその両方に該当する
場合を想定した規定であり、第1回競争的対話のNo.49の回答の
趣旨は、このうち③に該当する場合において、引渡遅延の結果
「発注者」から請求された違約金を含む「事業者」に生じた損
害について、本事業契約とは関係なく、「中継器等製造者」の
帰責の程度に応じて、別途「事業者」において「中継器等製造
者」を含む第三者に対して賠償請求することを求めるもので
す。

10
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Ｘバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業に関する競争的対話（第３回）質疑・回答書

No

議題

該当資料名（ページ数・項目名）

回答

資料－２：業務要求水準書（34ページ）
別紙1 事業計画管理

地上施設の整備に関する業務は、
御理解のとおりです。地上施設の整備に関して、所要の要求水
①信頼性プログラム標準（JMR-004）
準を効率的に満足する限り、防衛省が定める各種規格を適用す
②品質保証プログラム標準（JMR-005）
ることを認めます。
③コンフィギュレーション管理標準（JMR-006）
に準じて行うものとするとありますが、中継器等管制局、統合
衛星NMS、統合通信インタフェース装置については、通常、防
衛省陸上装備品の仕様書で要求されるNDS，MKP等の規格を適用
することでもよろしいでしょうか。
従来の仕様、及び、専用衛星管制局の管理と合わせることで作
業の効率化が図れると考えます。

本事業衛星の運用

資料－２：業務要求水準書（24ページ）
第2部 各論
第1 本事業衛星の調達に関する業務
4. 本事業衛星に関する要求水準
4.2 衛星バス
4.2.1 衛星バスTT&C

バス管制局を防衛省殿敷地外に設置する場合、衛星バスのテレ 御理解のとおりです。ただし、ご質問のような運用が許容され
メトリ・コマンドの信号保全機能および認証機能を有するよう るのは、衛星の安全を確保するため、他に手段がないと判断さ
規定されています。衛星の姿勢喪失等の不具合が発生した場合 れる場合に限ります。
は、衛星不具合復旧作業を早急に実施し、衛星の安全を確保す
ることが最優先事項となりますが、このためには衛星バスのテ
レメトリ・コマンドが確実・迅速に実施する必要があります。
そこで、衛星の姿勢喪失等不具合時の復旧のための作業におい
ては、衛星バスのテレメトリ・コマンドの信号保全機能および
認証機能を一時的に適用しないで運用することを想定していま
すが、そのような理解でよろしいでしょうか。

本事業衛星の運用

資料－２：業務要求水準書（24ページ）
第2部 各論
第3 本事業衛星の運用に関する業務
3. 業務の実施方法及び要求水準
3.2 中継器等管制業務及びバス管制業務
に共通する事項 ⑤

「本事業衛星又は地上施設に事故又は故障若しくはこれらの兆
候が・・・」とありますが、ここでいう地上施設とは、中継器
等管制局及びバス管制局を指すものと理解してよろしいでしょ
うか。（国が運用する統合衛星NMSと統合通信インタフェース
装置の初期対応は本事業の対象外であることを確認するもので
す。）

御質問の第3第3.2項⑤に限り、御理解のとおりです。なお、統
合衛星NMS及び統合通信インタフェース装置は、業務要求水準
書第2部第3第3.1項の初期性能確認や同第2部第4の地上施設の
維持管理業務等の対象となる地上施設には含まれますので、御
留意ください。

総論

資料－２：業務要求水準書（4ページ）
第1部 総論
第4 国が実施する業務
(4) 本事業に必要な周波数の確保及び無
線局免許の取得

国が使用する、通信用の固定局の無線局免許手続き及び移動局
の周波数承認手続き等の支援ついては、PFI事業の対象外と理
解しております。
従いまして、統合通信インターフェース装置が含まれる電波法
上の通信用固定局（飯岡、呉：防衛用）の無線局免許手続きに
つきましても、既存の無線局の変更手続きで取り扱われる限
り、PFI事業の対象外と理解しますが、よろしいでしょうか。

「国が使用する、通信用の固定局」の免許取得等の作業におい
て、統合通信インタフェース装置が関連する部分は、業務要求
水準書第2部第5第3項の作業支援の対象となります。また、移
動局については、御理解のとおりです。

1

2

3

4

質問・確認事項

地上施設の整備
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No

該当資料名（ページ数・項目名）

質問・確認事項

回答

相乗り事業

議題

資料－４：サービス対価の算定及び支払
方法
別紙2 相乗事業に係る官民の費用分担に
ついて

相乗事業者の負担部分として提案する入札価格からあらかじめ
控除することとされた打上費用負担分に加え、当該費用以外の
相乗事業者が負担すべきとされた費用の一部について、別紙２
に示す費用負担の考え方に従いつつ、提案内容に応じて相乗事
業者の負担分をあらかじめさらに控除して提案することは可能
でしょうか？また、そのような提案を行った場合に、当該控除
済みの相乗事業者負担分が事後的に「衛星バスの利用に係る対
価」を算定する基礎に含められてしまうと、相乗事業者は当該
負担部分を二重に支払う結果となってしまいますが、当該費用
は利用対価算定の基礎から除外されると理解してよいでしょう
か？

前段について、国は、相乗事業の提案がある場合、別紙２に示
す費用負担の考え方に基づき、原則として同別紙に示す方法に
より入札書及び第二次審査資料が作成されることを想定してい
ます。ただし、提案される具体的な事業スキームに照らして、
同別紙の費用負担の考え方に従いつつ、一部の費用をさらに追
加的に控除することがより効果的かつ効率的な事業の実施に資
する場合において、負担の方法を最適化することによりVFMを
向上する提案を行うことを排除するものではありません。
なお、かかる提案を行う場合は、次の2点に十分に御留意の
上、初期投資及び運用維持管理費の内訳及び算定根拠、事業収
支計画等に提案に基づく控除が明確に示されるよう第二次審査
資料を作成してください。
① 衛星バス調達費用又はBTO方式によるバス管制局整備費用
をあらかじめ控除する提案を行った場合について、相乗ミッ
ション機器が実際に利用される期間・程度にかかわらず、当該
控除された費用の取扱いを含め、基本協定書（案）第7条に規
定するもののほか、国が義務を負い、又は相乗事業者が権利を
得ることはないこと。
② BOO方式によるバス管制局整備費用又はバス管制に係る運
用・維持管理費用をあらかじめ控除する提案を行った場合につ
いて、業務要求水準書第1部第7第2号の規定により「事業者」
は相乗事業に関するリスクを負い、又は当該事業のための契約
を締結することができないため、当該控除された費用は、相乗
事業者とバス管制業務等の受託企業との直接契約に基づき、当
該企業に直接支払われる必要があること。
後段について、国は、事業契約書（案）第12条第4項の規定に
より「事業者」から提出される「サービス対価内訳書」に基づ
き、別紙2に掲げる各費用の内容を確定しますので、サービス
対価からあらかじめ控除された費用について重ねて負担を求め
る事態は想定されません。

割賦手数料

資料－４：サービス対価の算定及び支払
方法（7ページ）
第2 支払い方法の基本事項
3. 各費用の支払額の算定及び支払方法
(1) 本事業衛星等整備費 ①及び②

第一回の割賦手数料は日割り計算するとありますが、残り期間 御理解の通りです。第二回目以降の割賦手数料についても、各
についても、実日数に基づいて計算することになるのでしょう 対象期間（上半期：4月1日から9月30日、下半期：10月1日から
か。
翌年3月31日）の実日数で計算してください。

割賦手数料

資料－４：サービス対価の算定及び支払
方法（2ページ）
第1 サービス対価の構成
1. サービス対価の構成
(1) 本事業衛星等整備に係るサービス対
価
ｱ 本事業衛星等整備費 ③

「割賦手数料率は、基準金利と事業者提案による利ざや（スプ
レッド）の合計とし」とありますが、入札時の事業者提案に際
しては金融機関からどの程度のレベルの書類を入手し、エビデ
ンスとして添付すべきか具体的に教えて頂けますでしょうか
（例えばnon-binding baseのLetter of Interestなど）。

様式

資料－３：様式集及び記載要領（47ペー
ジ）

特に、表紙の様式は定められておりませんが、提案内容記載用 各業務の提案に関する提出書類（様式A～F）の表紙について
のワード様式（資料－３：様式集及び記載要領のP.47）と同じ は、特に様式を定めていないため、応募者の任意で結構です。
で良いと理解してよろしいでしょうか。

5

6

7

8
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応募者は、本事業に必要な資金を確実に調達できる見込みがあ
ることを提示する必要があり、御質問の例示のようなLetter
of Interest（関心表明書）や融資確約書を金融機関等から取
得することが求められます。

No

議題

該当資料名（ページ数・項目名）

回答

資料－３：様式集及び記載要領（45ペー
ジ）
（様式8-5）

（様式8-5）において、提案書類における企業名として、「○
○A社」のような記載方法を採用するように指示があります
が、代表的な役割をA～G社の前に記載する方法でよろしいで
しょうか。

本事業での当該企業の役割は提案様式Aの中でも把握できるた
め、企業名の前に付す呼称については、様式8-5の記載上の留
意事項②のとおり、当該企業の本業（例えば、衛星運営事業
者、衛星メーカー、通信事業者、建設企業、打上げサービス企
業等）が分かるような記載としてください。

秘密保全等

入札説明書（3ページ）
3 事業概要
(4) 事業内容

バス管制局を防衛省敷地外にBOO方式で整備する場合において
は、必要十分な管制設備・器材一式は「事業者」にて所有する
必要があるとのことですが、この場合保護すべき情報の対象と
なる衛星バス管制における認証機能におけるカギの管理は、実
際に認証機能を利用するバス管制事業者にて管理されるべきか
と考えますので、その認証機能に係るシステム部分をバス管制
事業者にて所有及び管理することを許容いただけますでしょう
か。

BOO方式で整備した衛星バス管制における認証機能に係るシス
テム部分は、第1回競争的対話No.41の回答における「衛星バス
を管制する機能を平素一体となって発揮する設備・器材等のう
ち、当該機能を発揮するために必要十分な管制設備・器材一
式」に該当するため、当該機器は事業者が所有して下さい。そ
のうえで、事業者が当該機器の維持管理業務及び認証のための
鍵の管理をバス管制事業者に委託することは可能です。

本事業における地上施設については、原則SPCが所有するとい
う前提と理解しておりますが、一部の地上施設について第三者
対抗要件を具備することで、一部コンソーシアムメンバーが所
有するという提案を許容していただけないでしょうか。
一例としては、民有地に構築するアンテナ及びシェルターにつ
き、当該底地を分筆のうえSPCに地上権又は賃借権を設定の上
登記することにより第三者対抗要件を備え、民有地の所有者で
あるコンソーシアムメンバーに何らか問題が発生した場合で
あっても引き続きSPCが当該アンテナ及びシェルターを利用し
続けることができることを担保すること、を想定しています。

「アンテナ及びシェルター」が土地の定着物と認められたとし
ても、これらは土地とは独立の取引が可能と考えられ、当該土
地又はアンテナ及びシェルターが第三者に譲渡された場合にお
いては当該土地の地上権又は賃借権の登記の対象にならず、第
三者対抗要件が具備されているとは言えないため、左記御提案
は許容いたしかねます。

9
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第1回競争的対話質問回答案

本事業衛星の運用

11

相乗り事業

№41

入札説明書（3ページ）
3 事業概要
(4) 事業内容
第1回競争的対話質問回答案

12

質問・確認事項

様式

№41

＜事前照会事項＞
①一例として挙げたスキームにおいて、「アンテナ及びシェル
ター」はコンソーシアムメンバーが所有するという理解でよろ
しいでしょうか。
→ご理解の通りです。
②①の場合、たとえ底地の地上権又は賃借権をSPCに登記して
も、当該上部に設置された「アンテナ及びシェルター」がコン
ソーシアムメンバー所有だと、第三者対抗要件を具備したこと
にはならず、「利用し続けることができることを担保」したこ
とにはならないのではないでしょうか。
→アンテナ及びシェルターは土地の「定着物」であると考えら
れますので、底地の地上権又は賃借権にかかる対抗力がアンテ
ナ及びシェルターにも及ぶと考えております。
資料－４：サービス対価の算定及び支払 TT&C系パラメータについて"ペイロード機器の管制は衛星バス
方法
を経由させないことを基本とする"とありますが、相乗りミッ
別紙2 相乗事業に係る官民の費用分担に ション機器等は衛星調達費用の低廉化、重量低減等を目的とし
ついて
て衛星バスのTT&C系サブシステムを経由して制御等実施するよ
2. 衛星バスの利用に係る対価
う設計しております。
(1) 費用負担の考え方
衛星バス調達に係る相乗り事業者が負担すべき費用は、TT&C系
ｱ 衛星バス調達費用相当
サブシステムを含む衛星バス調達費用に相乗負担比率を乗じた
額となりますので、相乗りミッション機器等の利用において衛
星バスのTT&C系サブシステムを利用することは問題ないという
理解でよろしいでしょうか。
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衛星バスのTT&C系の保全環境・性能を低下させない限りにおい
て、相乗ミッション機器等の管制のために当該サブシステムを
利用する提案も可能です。なお、御指摘のような提案が行われ
た場合、衛星バスの利用に係る対価の算定に当たって、TT&C系
サブシステムの利用の程度を考慮した相乗負担比率を設定する
ことになります。

