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概要

日本初の本格的な3軸姿勢制御の小型衛星
“れいめい”を研究室で開発・運用．

重量72ｋｇ，開発費4.6億円

2005年打上げ．5年間健全．

2009年 日本航空宇宙学会技術賞受賞．



学生の参加（1/2）
“衛星を作ろう”と声を掛けて，他大学からの卒論，

修士，博士課程の学生を受入れ

創価大，総研大，東京電機大，東京理科大，東大，

都立技術大，電気通信大，武蔵工大

卒論，修士：宇宙研スタッフの指導の下で衛星の

サブシステム開発に従事．

その中のまとまったテーマを論文とする．

博士：衛星開発から着想を得たテーマで博士論文

実践体験として衛星開発．

組込み系ソフト/ハード技術．システム開発経験．



学生の参加（2/2）
就職先：電気メーカ，提携メーカ，通信，衛星メーカ，

衛星運用会社，重工メーカ，光学系メーカ，
ＪＡＸＡ．

結婚したカップル 1組
なにより宇宙研スタッフ（教授，准教授，助手）が

“軌道上で動作する”人工衛星を作ることに，必死に
なった．
学生を巻き込んでの戦場．
相模原，バイコヌール＠カザフスタン，
内之浦＠鹿児島



プロジェクトのねらい
・次世代の衛星技術の軌道上での実証

・小規模、高頻度の科学観測ミッションや工学ミッションの実現

・宇宙研のインハウス衛星技術の保持

・若手の技術者・科学者の育成

工学目的
小型3軸科学衛星実現のための先進的衛星技術の開発と実証

理学目的
オーロラの微細構造及び オーロラ撮像と粒子の同時観測



衛星概観図
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開発と試験項目
開発
①ミッション/システム設計
②統合化制御装置（計算機システム）
③姿勢系制御系設計
④電力制御システム （シミュレータ開発含む）
⑤構造設計
⑥機器配置／計装配線／質量特性
⑦通信システム
⑧熱制御システム
⑨地上局（通信系コンパチ試験含む）
⑩運用システム
⑪科学ミション成立性検討/設計/開発

試験
⑫環境試験

機械振動、音響、衝撃、熱真空
⑬システム総合試験

（残留磁気モーメント、アライメント計測を含む）
その他作業
⑭ロケットI/F
⑮射場関連作業
⑯無線局申請



“れいめい”衛星の開発従事者数

合計5名専任者換算人数

0３地上局開発

４３）６３）運用

１６ (含他大学) 理学観測系

0２熱制御系

１４構造系(CAD含む)

１４電源制御・電池系

１４通信系

２３姿勢制御系

２２統合化制御装置

0４ (メーカOB１）システム

学生２）職員１）

注 1） 非常勤職員含む

２） 卒論生、大学院生
３） 全て他の担当と重複している

合計約４名



バス機器開発指針

1) 宇宙研内でインハウスにて開発、製作する。
対象：搭載ソフトウェアー、RFアンテナ、RF受動素子

2) 衛星メーカーと宇宙研で、先進的な搭載機器の共同開発を行う。

対象：リチウム電池および充放電回路、高効率太陽パドル、放射率可変素子

3) 民生品を宇宙研で宇宙用に改修する。
対象：GPS受信機,FOG

4) 小規模民生技術を活用し、宇宙の特殊仕様は指導する。
対象：送受信機、搭載電子回路（ICU,PCU)、計装配線

5) 低コストな小型衛星用搭載機器を海外および国内メーカーに求めて開拓する。

対象：磁力計、ホイール、ジャイロ、電源コンバーター

6) 本格的科学衛星搭載機器を使用、または観測ロケット搭載

機器を衛星搭載する。
対象：三重多数プロセッサボード、コマンド復号ボード、スタートラッカー、スピンサンセンサー



INDEX輸送前集合写真



開発体制

サブシステム
ベンチャー企業

宇宙開発企業

ベンチャー企業

宇宙開発企業

サブシステム

宇宙開発企業

調達

助言

開発衛星システム
JAXA職員

学生

非常勤職員

協同研究員

宇宙開発企業OB

ベンチャー企業

大学

一般企業
調達

開発

開発

調達

ベンチャー企業

調達

下請け



システム設計、衛星機器配置、組立、
電気系試験、システム試験等
衛星システムそのものに関する分野であり、まかせら
れるベンチャーはなかった。衛星メーカＯＢ升本氏が
奉仕参加。

衛星組立・・・宇宙研+ベンチャーから1名サポート

CAD機器配置 / ハーネス設計・・・職員、学生。

電気系試験・・・宇宙研職員+学生チーム(大変だった)
事故防止のために試験手順書の徹底。

質量特性測定、磁気モーメント測定,姿勢センサアライ

メント測定等



衛星組立 -CAD-
当初は発泡スチロールを使ったモックアップを使用して
機器配置及び機器間干渉のチェックを行っていたが、
高密度に機器が実装されるため、モックアップを使った
手法では困難となり、Pro/Eを採用。
機器配置、干渉、質量特性、計装配線までをPro/Eで
実施した。



衛星組立 -手順書-
機器取り付け位置、仕様ネジ、締め付けトルクなど
工程の全てを手順書で規定し、１つ１つ２名以上で
クロスチェック



衛星組立 -実際-

① -Z面 ② M面実装, +Y面 ③ -Y面

④ ±Y面実装 ⑤ -X面 ⑥ -X面実装

⑦ +X面実装 ⑧ +Z面実装 ⑨ MLI実装



電気系試験

通信、HK、姿勢、工学ミッション機器、理学ミッション機器、
電源系に関する試験、EMI試験が含まれている。

計算機システムを統合化装置としたこともあって、開発
中の全試験測定を通して、 も多くの延べ人数と時間を
投入した試験である。
コネクタの接合からオシロスコープの設定、禁止事項ま
で全て手順書を徹底して整備して誤操作を防止。



質量特性測定

公称精度 　実測ばらつき
衛星重心まわり
のMOIの2σ値

MOI 0.1％（0.03ｋｇ㎡） 0.01ｋｇ㎡-ｐｐ

CG 0.1ｍｍ 0.1mm-ｐｐ

0.015ｋｇ㎡

（ＣＧSC＝0.14ｍ）

さがみはら
6000ポンド測定

（６月）

「SAP閉」測定結果

Ix= 3.13 ±0.02kgm2,
Iy= 3.35 ±0.02kgm2,
Iz=3.64 ±0.01kgm2。

Iz/Iy=1.084±0.01
臨界角=46°±3°

「SAP開」状態の算定

Ix= 4.07 ±0.02kgm2 （△Ix=0.94kgm2)
Iy= 3.47 ±0.02kgm2 （△Iy=0.12kgm2)
Iz＝4.46 ±0.01kgm2 （△Iz= 0.82kgm2)
Iz/Ix=1.094±0.01
臨界角＝35°±2°

要求値
Iz/Ix,Iy > 1.05



磁気モーメント測定
低軌道の小型衛星の場合、残留磁気ー
メントによる姿勢擾乱が大きい。
東海大学遠山研究室の支援により、無
通電及びバッテリー駆動状態の磁気モー
メントを測定

測定精度 0.01Am2

残留磁気モーメント 0.28Am2

キャンセルマグネット付加 0.05Am2

パネル展開状態での測定
磁気シールドチャンバー



アライメント測定

簡単そうに見えて精度を出すた
めに細かなノウハウと測定者の
練度が必要な測定。トランシット
の操作設置方法から全て手順
書で管理。

測定精度 約5秒角

STTを中心にNSAS, MAC
のアライメントを測定



•輸送品
– 衛星（衛星コンテナ）
– GSE等の実験器材（14号コンテナ x 16個）
– 別梱包品（衛星移動台車など数点）

•輸出許可
– 衛星本体： 第一種輸出包括許可証
– GSE等： 輸出貿易管理令・外国為替令に基づく該非判定
– 米国製部品： 輸出の仕向地変更の許可を国務省より取得
– 通関： ロシア／カザフスタンへの持ち込み及び戻り品全て
にシリアル番号を付与

衛星輸送



電源・通信・姿勢・HK・観測系の電

気チェック

その後、総合動作チェック

チェック後、衛星保管(OICETS待ち)

• 保管中は窒素パージ

• 8/9にバッテリー 終充電

射場 終試験＠バイコヌール



スケジュール管理

衛星開発を理解している人がスケジュール
と人員配置を管理する必要がある。



姿勢制御系の開発と実装

実際の作業として何が必要か？

制御系の基礎設計・基礎検討

インターフェース回路などの製作

ソフトウェア開発

各種の試験

衛星システムへの要求

運用体制



ソフトウェア製作

ソフトウェアそのものは特殊ではない

統合化制御装置の場合、ソフトウェアの共同開発の仕組
みも必要

統合制御？ 分散制御？

計算処理時間やコード量には余裕を見ておく必要がある。

限られたCPU処理能力

限られたROM量

デバッグ・試験が も大変。全部職員、学生がやった！

これらが行いやすい作業環境



待ちうける試験
姿勢系評価試験の種類

機器単体試験

システムを組み上げての試験
静的開ループ試験（SOLT）
静的閉ループ試験（SCLT）
動的開ループ試験（DOLT）
動的閉ループ試験（DCLT）

ソフトウェア単体試験

いわゆるデバッグのための試験

パラメータサーベイ試験

全部職員、学生がやった。



静的閉ループ試験（ＳＣＬＴ）
姿勢系全機器接続状態で、実際に姿勢制御を
行う試験

従って、ダイナミクスシミュレータが必須

センサ信号を模擬するエレクトロニクスも必要

Dyn.Sim.Elec.SimI/O Elec.OBC
Case-A

Dyn.Sim.

GyroI/O Elec.OBC
Case-B

RW

Elec.Sim

+



れいめいの戦場
学生との共同開発

























れいめい/ＯＩＣＥＴ 5周年パーティー
2010.8.28

社会人になったもと学生



2009年度 日本航空宇宙学会技術賞



おわりに

れいめいは教育実習 / 教育プログラム

ではなかった．

宇宙研職員にとっても実戦体験

学生を戦場に連れ出したという（学徒動員の）思い

次の戦いはどこにあるか？その条件は，

－必死になるプロジェクト

－自らの手を頭を使うプロジェクト


