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大阪工業大学電気推進ロケットエンジン搭載
小型スペースシップ プロジェクト

関西の大学では初の衛星開発・打ち上げプロジェクト



プロイテレスとは？？？

大阪工業大学・電気推進ロケットエンジン
搭載小型スペースシッププロジェクト
(Project of OIT Electric-Rocket-Engine
onboard Small Space Ship
(PROITERES:プロイテレス))

・電気推進ロケットエンジンを搭載した小型
人工衛星の開発

・本学学部学科の教員・学生の横断的な参加
による、広範な工学技術の開発・実践を通
して、高度な研究・教育活動を目指す！



プロイテレス衛星のミッション
1) 電気推進ロケットエンジンによる小型衛星では
世界初の動力飛行（地球低軌道から軌道上昇を

ロケット連続噴射により達成（宇宙動力飛行の実
現））（補足：ほとんどの人工衛星・探査機は、
地上打ち上げの反動で飛行しているようなもの。
自由に宇宙を飛翔することはほとんどできない。
）アニメの“機動戦士ガンダムが宇宙を自由に飛翔
するシーン”“宇宙戦艦ヤマトの宇宙航行”もう夢で
はない！！！

2) 高解像度カメラによる地球の観測
関西地区、淀川流域の環境観察
（本学の現代GP「淀川学（環境教育）の構築と
実践」へのデータ提供・支援）



衛星開発の進捗状況

2009年8月：衛星エンジニアリングモデル（ＥＭ）の完成。
ＥＭの総合環境試験終了。

2009年12月：衛星フライトモデル（ＦＭ）の設計完了。

2010年1-6月：衛星フライトモデルの製作。
総合環境試験。

2010年6月末：衛星フライトモデルの完成予定。

（2010年9-10月：インドに衛星輸出、打ち上げ！）

インド側の事情により、2011年打ち上げ予定



PROITERES(プロイテレス)
（ Project of OIT Electric-Rocket-Engine 
onboard Small Space Ship）
大阪工業大学・電気推進ロケットエンジン搭載
小型スペースシッププロジェクト

質量 ：10 kg
サイズ ：一辺300 mmの立方体
電力 ：10W
高度 ：670km（太陽同期軌道）
開発 ：３年

寿命 ：１年以上

打ち上げ : 2010年9-10月（2011年に延
期）

ロケット : PSLV（インド）
姿勢制御 ： 磁気トルカ（アクチュエータ） ,伸展ブーム（重力安定機構）
センサ ： ジャイロセンサ, 磁気センサ, 太陽センサ
軌道変更 ： パルスプラズマロケットエンジン（Pulsed Plasma Thruster: PPT）

による１軸制御



1) 電気推進ロケットエンジンによる小型衛星では世界初の動力飛行
（地球低軌道から軌道上昇をロケット連続噴射により達成（宇宙動力飛行の実現））

2) 高解像度カメラによる地球の観測
関西地区、淀川域の観察（現代GP「淀川学（環境教育）の構築と実践」の支援）

・ ミニマムサクセス ：衛星から発信されるCW信号を受信成功
・ フルサクセス ：衛星の内部情報を受信成功

・ アドバンスサクセス ：メインミッションの成功

プロジェクトの達成目標（サクセスレベル）

伸展ブーム

高解像度カメラ

パルスプラズマスラスタ
（ＰＰＴ）



プロイテレス衛星は、インド宇宙研究機関(ISRO)の極軌道打ち上げロケットの
PSLVでピギーバック（相乗り）衛星として、インド南東部沿岸のスリハリコタにあ
るサティシュ・ダワン宇宙センターより打ち上げる予定．

打ち上げに使用するPSLVロケット（インド）
（ISROホームページより引用）ISRO HQ（バンガロール）



学生グループの構成

開発グループ

C&DH系

光学系

電源系

通信系

構造系

姿勢制御系

熱設計系

エンジン系

衛星を分野別に分割 課題が見えやすくなる
各々の専門、得意分野が活かせる

コンピュータ系



衛星電源系の開発状況

5Vと12Vのバス電圧が備えられ，12VはＰＰＴの電源として使われる．



磁気トルカ

PPUとコンデンサPPT

FM トランスミッタ

OBC

質量 約９kg

・主要な搭載機器の搭載
・PPTは衛星側面に2機，高解像度カメラは中央軸上、レンズ面は底面に配置

PROITERESのFM

伸展ブーム

高解像度カメラ

衛星ＦＭ構造系の内部機器配置

電源システム



衛星EMフレーム
外観

衛星EM外観

衛星FM外観



１．パルスプラズマロケット

エンジンの開発状況

（宇宙動力飛行の実現！）



有人火星探査用電磁加速
プラズマロケット

超音速プラズマジェットによる
スペースシャトル材料の耐熱試験

ホール型イオンロケット

大型衛星姿勢制御用直流アーク
ジェットロケット

小型衛星用パルスプラズマ
ロケット

レーザー推進ロケット
(右からレーザー照射)

小惑星を目指して航行中の
イオンロケットを搭載した
「はやぶさ」スペースクラフト

（ＪＡＸＡ提供）



電熱加速型パルスプラズマエンジン

C

PTFE
Cathode

Anode

PlasmaAblationq

Igniter
Discharge current

Discharge circuit

Discharge room (Cavity)

超小型人工衛星搭載に向け小型・軽量
の推進機システム

超小型衛星 →打ち上げのコスト削減
設計期間短縮，試験設備の小規模化

→開発・製造期間の短縮

超小型衛星郡によるミッションの設定
→リスク分散

電気推進ロケットエンジン
による動力飛行

Main Mission 

10W中最大5Wを使用し2機を噴射

1機の推進機に蓄えられるエネルギ
2J～2.5J程度

低エネルギでの
動力飛行を目指す

推進剤は固体テフロン！低電力！



加速・排出

E0

放電

高圧

イグニッション

Anode

Discharge room Igniter
Cathode

PTFE

昇華

充電

繰り返しパルス作動運転、例えば2.5J, 1Hzで電力2.5W

推進剤は固体テフロン！低電力！



10ｍｍ

Capacitor

Power Processing Unit



Igniter

Cathode

・これほど低エネルギーで安定して着火さ
せることは非常に難しい！
・首都大学東京・竹ヶ原春貴教授からの多

くの技術協力、アドバイスにより改良、安定
作動の達成！
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Capacitor, μF 1.5

Charging voltage, V 1800

Stored energy, J 2.43

Cavity
Length, mm 9.0

Diameter, mm 1.0

Nozzle
Length, mm 23

Half angle, degree 20

実験条件

表1 ショット数毎のインパルスビットとマスショット

目標であるトータルインパルス5Ｎｓを達成

250μＮｓ ７５μＮｓに減少

50000ショットまでにインパルスビットが

耐久試験（インパルスビットとマスショット）



・ショット数が増加するとともに，比推力も増加するとともに推進効率も最終的には
0.2になっていることがわかる．

・放電室直径が50000ショット打つまでに1mmから6mmに拡大した．

50,00010,000

φ1mm φ6mm

実験前後の放電室
直径の変化
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２．高解像度光学カメラ
の開発状況

（関西地区、淀川流域
の環境観察！）



50
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撮影時のイメージ

（株）ジェネシアとの共同開発によって
完成！
分解能：３０ｍ（淀川や大阪城なら見える！）



宇宙を翔ける！プロイテレス衛星発進！


