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20092009年年11月月2323日打ち上げ日打ち上げ

衛星の生存・正常動作確認衛星の生存・正常動作確認

広角カメラでの撮影に成功広角カメラでの撮影に成功

能動的姿勢制御に成功能動的姿勢制御に成功

伸展ブーム展開成功伸展ブーム展開成功

メインカメラでの撮影に成功メインカメラでの撮影に成功
地上分解能地上分解能30m30mの撮影に成功の撮影に成功
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中須賀研究室中須賀研究室20092009年活動内容年活動内容

地上撮影成功率の向上を目指して、さらに高精度な地上撮影成功率の向上を目指して、さらに高精度な
姿勢制御などに挑戦中姿勢制御などに挑戦中



BBMBBMフェーズからフェーズからEMEMフェーズへと移行フェーズへと移行

EMEMの統合作業・統合試験の統合作業・統合試験

放射線試験放射線試験(TID(TID試験、試験、SEESEE試験試験))
各種システム環境試験を実施各種システム環境試験を実施

デバッグ作業デバッグ作業
1010月月11日に日にCDRCDRを実施を実施
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中須賀研究室中須賀研究室20092009年活動内容年活動内容

現在は現在はFMFM発注に向けて作業中発注に向けて作業中

EMEMのデバッグ作業のデバッグ作業

FMFM維持設計作業維持設計作業

より詳細な姿勢制御の検討より詳細な姿勢制御の検討 etcetc……
熱真空試験熱真空試験



能代宇宙イベント能代宇宙イベント20092009フライバック競技に参加フライバック競技に参加
◦◦ 固定翼固定翼CanSatCanSat「天雷」を改良し性能の向上を図った「天雷」を改良し性能の向上を図った

フライバック部門でフライバック部門で22位入賞位入賞
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改良のポイント
◦ 制御プログラムの改良

◦ 水平尾翼の追加

改良のポイント改良のポイント
◦◦ 制御プログラムの改良制御プログラムの改良

◦◦ 水平尾翼の追加水平尾翼の追加

中須賀研究室中須賀研究室20092009年活動内容年活動内容



東大、東工大、日大で三大学衛星開発交流会を開催東大、東工大、日大で三大学衛星開発交流会を開催

初回は東大がホスト初回は東大がホスト
◦◦ 東大の衛星開発ノウハウ、コンポーネント、システムの紹介東大の衛星開発ノウハウ、コンポーネント、システムの紹介

◦◦ 知識情報共有について知識情報共有について

Super Small Satellite Master PlanSuper Small Satellite Master Planを作りブレインを作りブレイン

ストーミングを実施ストーミングを実施
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超小型衛星の展望について議論超小型衛星の展望について議論

どうしたら、もっと楽にミスなく衛星開発が行えるか？どうしたら、もっと楽にミスなく衛星開発が行えるか？
◦◦ ITITによる知識情報の管理による知識情報の管理//伝達のサポート伝達のサポート

◦◦ 各大学が持っている知識や知見を共有各大学が持っている知識や知見を共有

衛星設計の方法論の研究衛星設計の方法論の研究

ツールの開発ツールの開発
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中須賀研究室中須賀研究室20092009年活動内容年活動内容

PRISMPRISM成果報告成果報告

NanoNano--JASMINEJASMINE開発状況報告開発状況報告

中須賀研究室の今後の活動中須賀研究室の今後の活動
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超小型リモートセンシング衛星超小型リモートセンシング衛星
◦◦ 20032003年にプロジェクト発足、年にプロジェクト発足、20062006年より本格的に開発開始年より本格的に開発開始

◦◦ 延べ延べ5050名以上の学生が参加した学生プロジェクト名以上の学生が参加した学生プロジェクト

◦◦ 現在は通常運用フェーズにて衛星運用中現在は通常運用フェーズにて衛星運用中

空間分解能：空間分解能：<30[m]<30[m]
サイズ：サイズ：2020××2020××40[cm]40[cm]
総重量：総重量：<10[kg]<10[kg]

PRISMPRISM成果報告成果報告
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PRISMPRISM成果報告成果報告
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33つの展開機構つの展開機構

◦◦ アンテナ、パネル、ブームアンテナ、パネル、ブーム

高性能超小型衛星汎用バス高性能超小型衛星汎用バス

◦◦ サブシステムごとのモジュール化サブシステムごとのモジュール化
◦◦ 複数複数CPUCPUの分散配置の分散配置

◦◦ バスラインによる系間通信バスラインによる系間通信 (CAN2.0B)(CAN2.0B)
◦◦ 高精度姿勢制御高精度姿勢制御 ((～～0.5deg/s)0.5deg/s)
◦◦ 高速通信高速通信((～～9600bps) 9600bps) 

PRISMPRISM成果報告成果報告
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打ち上げ延期を経て、打ち上げ延期を経て、
20092009年年11月月2323日日 12:54(JST)12:54(JST)に打ち上げに打ち上げ

PRISMPRISM成果報告成果報告

GOSATGOSATにより撮影されたにより撮影された
分離前の分離前のPRISMPRISM
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初期運用フェーズ初期運用フェーズ
◦◦ 運用人数：運用人数：1212人→人→66人→人→44人→人→22人→人→11人人

◦◦ 運用パス：全パス→運用パス：全パス→MEL1[deg]MEL1[deg]以上→以上→5[deg]5[deg]以上以上

◦◦ 開発メンバから非開発メンバへの知識伝達開発メンバから非開発メンバへの知識伝達

通常運用フェーズ通常運用フェーズ((現在現在))
◦◦ 運用人数：運用人数：11人ずつ人ずつ((全全1313人人))
◦◦ 運用パス：運用パス：MEL5[deg]MEL5[deg]以上のパス以上のパス(1(1可視群可視群22パスパス))
◦◦ 昼可視群と夜可視群で別々の人が運用担当昼可視群と夜可視群で別々の人が運用担当

XIXIのときは昼夜合わせてのときは昼夜合わせて11日日11人が運用担当人が運用担当

PRISMPRISM成果報告成果報告
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PRISMPRISM成果報告成果報告
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ジャイロセンサ校正の様子ジャイロセンサ校正の様子 磁気センサ校正の様子磁気センサ校正の様子

PRISMPRISM成果報告成果報告

磁気センサおよびジャイロセンサの磁気センサおよびジャイロセンサのSFSFやバイアス成やバイアス成

分を推定分を推定
◦◦ 磁気センサは磁気センサはIGRFIGRF地球磁場モデルを用いて校正地球磁場モデルを用いて校正

◦◦ 校正した磁気センサを用いて、ジャイロのパラメータを推定校正した磁気センサを用いて、ジャイロのパラメータを推定

推定したパラメータは再度衛星へアップリンクされ、そ推定したパラメータは再度衛星へアップリンクされ、そ
の後の姿勢制御アルゴリズムに利用されるの後の姿勢制御アルゴリズムに利用される



GMSKGMSK送信機によるデータ送信に成功送信機によるデータ送信に成功

サンセンサなどの新規開発要素の正常動作を確認サンセンサなどの新規開発要素の正常動作を確認

クロスプロダクト則による姿勢安定化に成功クロスプロダクト則による姿勢安定化に成功
◦◦ 達成姿勢安定度達成姿勢安定度±±0.1[deg/s]0.1[deg/s]

PRISMPRISM成果報告成果報告
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クロスプロダクト則による姿勢安定化クロスプロダクト則による姿勢安定化

±±0.1[deg/s]0.1[deg/s]



放射線によってメイン放射線によってメインCPUCPUが何度かリセットが何度かリセット
◦◦ これまでにこれまでに1010回以上リセット回以上リセット

◦◦ 連続して起きるときと、しばらく起きないときがある連続して起きるときと、しばらく起きないときがある

◦◦ 近は起きていない近は起きていない

電源系電源系CPUCPUののSELSELによりによりCWCWが一時停止が一時停止!!!!
電源系電源系CPUCPUののSELSELをメイン受信系をメイン受信系CPUCPUの相互監視がエの相互監視がエ

ラー検知ラー検知
電源系電源系CPUCPUががOFFOFFにされるにされる

受信系プログラムのバグにより、電源系が再起動する受信系プログラムのバグにより、電源系が再起動する
前に再度相互監視が起こりエラー検知前に再度相互監視が起こりエラー検知
以後繰り返し以後繰り返し……

◦◦ 地上からのアップリンクによる電源系リセットで復活地上からのアップリンクによる電源系リセットで復活
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PRISMPRISM成果報告成果報告
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東京大学東京大学ISSL, ISSL, 国立天文台国立天文台, , 京都大学による赤外線京都大学による赤外線

全天位置天文観測プロジェクト全天位置天文観測プロジェクト

ISSL
XI, PRISMに続く、新しい水準

の小型衛星を開発したい。

ISSLISSL
XI, PRISMXI, PRISMに続く、新しい水準に続く、新しい水準

の小型衛星を開発したい。の小型衛星を開発したい。

国立天文台

大型衛星JASMINEによる本

格観測の事前実証がしたい。

国立天文台国立天文台

大型衛星大型衛星JASMINEJASMINEによる本による本

格観測の事前実証がしたい。格観測の事前実証がしたい。

赤外線位置天文観測衛星赤外線位置天文観測衛星
NanoNano--JASMINEJASMINE



NanoNano--JASMINEJASMINE開発状況報告開発状況報告
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SS--band band アンテナアンテナ

太陽センサ太陽センサ

望遠鏡開口部望遠鏡開口部放熱面放熱面

スタートラッカー開口部スタートラッカー開口部



NanoNano--JASMINEJASMINE開発状況報告開発状況報告
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今年は今年はEMEM開発フェーズへと移行開発フェーズへと移行

EMEM統合作業統合作業

◦◦ 電気的統合電気的統合

◦◦ ミッション部とバス部の統合ミッション部とバス部の統合

◦◦ 構造も合わせた全機統合構造も合わせた全機統合

放射線試験放射線試験(TID(TID試験、試験、SEESEE試験試験))
◦◦ FPGAFPGAの放射線耐性が低いことが判明の放射線耐性が低いことが判明

◦◦ 放射線耐性を考慮したシステムの検討放射線耐性を考慮したシステムの検討

磁気試験磁気試験
◦◦ 磁気センサのキャリブレーション磁気センサのキャリブレーション

◦◦ 衛星の残留磁気モーメント計測衛星の残留磁気モーメント計測

EMEM電気回路統合電気回路統合

放射線試験＠原研放射線試験＠原研



NanoNano--JASMINEJASMINE開発状況報告開発状況報告
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熱真空試験熱真空試験

質量特性試験質量特性試験

アライメント試験アライメント試験

熱試験熱試験

振動試験振動試験



1010月月11日に日にCDRCDRを開催＠東大を開催＠東大

FMFM発注発注GOGO or NOGOor NOGOの判断の判断

NanoNano--JASMINEJASMINE開発状況報告開発状況報告
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直後に打ち上げの直後に打ち上げの11年年
延期が伝えられる延期が伝えられる……
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NanoNano--JASMINEJASMINE

コマンドコマンド テレメトリテレメトリ

高速テレメトリ高速テレメトリ

東大局東大局
（東京）（東京）

天文台（東京）天文台（東京）

天文台天文台
（水沢）（水沢）

NetworkNetwork

初期運用初期運用

海外局海外局

3[m]3[m] 10[m]10[m]

NanoNano--JASMINEJASMINE開発状況報告開発状況報告



NanoNano--JASMINEJASMINE開発状況報告開発状況報告
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予備検討予備検討 △△NJNJプロジェクト開始プロジェクト開始

設計審査会設計審査会(PDR)(PDR)△△

BBMBBMフェーズフェーズ EMEMフェーズフェーズ FMFMフェーズフェーズ

△△STMSTM試験試験

△△BBMBBM統合統合

△△EMEM統合統合

△△EMEM試験試験

△△FMFM統合統合

△設計審査会△設計審査会(CDR)(CDR)

△△FMFM試験試験

現在現在FMFM維持設計中維持設計中

20112011年夏打ち上げ予定年夏打ち上げ予定

現在現在
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・一体何ができるの？
・本当に役に立つの？
・一体何ができるの？・一体何ができるの？
・本当に役に立つの？・本当に役に立つの？
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知識情報の管理について知識情報の管理について

・学生の入れ替わりが早い
・衛星の高度化
・学生の入れ替わりが早い・学生の入れ替わりが早い
・衛星の高度化・衛星の高度化

教育コスト教育コスト教育コスト

伝達知識の
高度化

伝達知識の伝達知識の
高度化高度化

ギリギリの
マージンで

の開発

ギリギリのギリギリの
マージンでマージンで

の開発の開発



知識情報の伝達知識情報の伝達//共有手段共有手段
◦◦ 対話による伝達対話による伝達//共有共有 →会話、ミーティング→会話、ミーティング etcetc……
◦◦ 文書による伝達文書による伝達//共有共有 →→ICDICD、文書管理ツール、文書管理ツール etcetc……
教育教育//学習手段学習手段

◦◦ 新人研修新人研修
◦◦ 有識者有識者//先輩に聞く先輩に聞く

◦◦ 講習会講習会

◦◦ 独学独学
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知識情報の管理について知識情報の管理について

人間の処理能力だけでは管理しきれない人間の処理能力だけでは管理しきれない
学生間の設計知識学生間の設計知識//情報の伝達コストを下げることが重要な意情報の伝達コストを下げることが重要な意

味を持つ味を持つ



☆☆目的目的

(1) (1) 衛星システムにおける重要な各種パラメータが、衛星システムにおける重要な各種パラメータが、
お互いにどのようにお互いにどのように関係関係しあっているかしあっているかをを
概念レベルで明確化しネットワーク化する概念レベルで明確化しネットワーク化する

(2) (2) 関係構造のセットを関係構造のセットを設計基準設計基準(design criteria)(design criteria)として整備、として整備、
新規衛星開発の際の新規衛星開発の際のパッケージ知識パッケージ知識として流用可能にするとして流用可能にする

(1) (1) 衛星設計を衛星設計を方法論方法論ベースにしたい！ベースにしたい！
(2) (2) 設計意図設計意図を先輩から後輩へ効率的に伝えたい！を先輩から後輩へ効率的に伝えたい！

☆☆方法方法

知識情報の管理について知識情報の管理について



Fig. 関係構造例(一部)

衛星の軌道上電力収支条件衛星の軌道上電力収支条件
・平均発生電力・平均発生電力 >= >= 平均消費電力平均消費電力
・昼・昼//夜時間とバッテリ容量、夜時間とバッテリ容量、CCCC電流電流
・・DOD  etcDOD  etc……
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ダウンリンクデータ量収支条件ダウンリンクデータ量収支条件
・ミッション要求・ミッション要求 <= <= 回線容量回線容量
etcetc……
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中須賀研内中須賀研内
知識データベース知識データベース

学外ユーザ学外ユーザ

学内ユーザ学内ユーザ
WebWebサーバサーバ

構造化された設計知識については構造化された設計知識については
WebWeb経由で学内外から経由で学内外から

自由にアクセスできるようにしたい自由にアクセスできるようにしたい
((鋭意整備中鋭意整備中))

知識情報の管理について知識情報の管理について



PRISMの打ち上げに成功し現在は通常運用フェーズ

で運用中
Nano-JASMINEのEM開発フェーズにて統合と各種
試験を行い、現在FM設計中

能代宇宙イベントに参加。フライバック競技部門2位

他大学との交流会を開催中

衛星開発知識の共有化を進めていきたい
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PRISMPRISMホームページホームページ
◦◦ http://www.space.t.uhttp://www.space.t.u--tokyo.ac.jp/prismtokyo.ac.jp/prism//
NanoNano--JASMINEJASMINEホームページホームページ
◦◦ http://www.space.t.uhttp://www.space.t.u--tokyo.ac.jp/nanojasmine/Index.htmtokyo.ac.jp/nanojasmine/Index.htm

中須賀研究室ホームページ中須賀研究室ホームページ
◦◦ http://www.space.t.uhttp://www.space.t.u--tokyo.ac.jptokyo.ac.jp
研究室連絡先研究室連絡先
◦◦ nlab_info@space.t.unlab_info@space.t.u--tokyo.ac.jptokyo.ac.jp
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AppendixAppendix

受信用モノポールアンテナ受信用モノポールアンテナ

送信用ターンスタイルアンテナ送信用ターンスタイルアンテナ

光学レンズ光学レンズ

伸展ブーム望遠鏡伸展ブーム望遠鏡

メインカメラ受光素子メインカメラ受光素子

太陽電池パネル太陽電池パネル

送信用ダイポールアンテナ送信用ダイポールアンテナ

サンセンササンセンサ
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Avionics system

Main CPU

Rx-Sub
CPU

Power system
CPU

Rx-Main
CPU

Main Reciever

Sub Reciever

CW 
transmitter

Battery 
conotrol

Tx
CPU

Deployment system

ADCS components

Optics components

Depolyment of 
Solar panels

Depolyment 
of antenae

NAC system

Gyro GAS

Sun sensor MTQ

Main camera

Flexible Boom

Focus mech

NAC heater

Sub camera (WAC)

C&DH 
system

ADCS system

Optics system

Depolyment of 
Flexible boom

Each sensors
・Voltage/Current
・Temperuture

AFSK 
transmitter

GMSK 
transmitter

Battery heater



サブシステムを単位とした階層構造
共通I/Oインターフェースにより協働

新規衛星開発への転用が可能

バスモデル
バス実物

ADCS
CDH
COM

PWR

OPT

AppendixAppendix
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PRISMは5つのCPU搭載している

全てのCPUはCAN busにより接続

ケーブルやシステムの複雑性を解消

Rx PIC

Rx PIC
(backup)

Tx
H8-3048F

PWR
H8-3048F

C&DH
ADCS
Optics
SH7145F

CAN2.0B

AppendixAppendix
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短周期安定度
◦ 740[mas] / 8.8[sec]  ←非常に厳しい
◦ 露出中1[pixel]のブレを防ぐ

中周期安定度
◦ 全天サーベイのための軌道面変更と同期したスピン軸制

御
◦ 0.05[deg] / 100[min].
長周期姿勢制御
◦ 観測精度向上のためのスピン軸ニューテーション制御
◦ 10[deg] / 数日
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センサー/アクチュエータを切り替えながら姿勢を追い込む。

1e-1rad/s 1e-3rad/s 1e-5rad/s 1e-7rad/s

安定度

初期フェーズ

セーフモード

MTQ, 
Magnetometers

STT,FOG,RW

3軸フェーズ

パラメータ推定フェーズ

アンローディングフェーズ

観測前フェーズ

ミッション達成に必
要な安定度

CCD,RW

観測フェーズ
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残留磁気対策
◦ 軌道上推定
◦ 能動/受動相殺

試作評価中
◦ 宇宙研・東海大と共同研究
GPS 受信機
◦ オープンソースベース/海洋大と共同開発

◦ オフラインで速度推定
GPSシミュレータにて評価

◦ 海洋大と開発

小型ホイールを用いた微小制御
画像制御
◦ ミッション用望遠鏡を高精度姿勢センサーとして使用
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FOG
◦ 3 [秒角]計測精度

◦ 電気回路部温度安定

◦ 多摩川精機と開発

スタートラッカー
◦ in-house製

◦ FOGバイアス除去に特化することで、
簡素化

◦ コシナと開発

機器間のアライメント
◦ 軌道上推定/保障

FOG（EM)

STT（光学部試作)
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Uplink Downlink
Band S-band S-band

Data Rate
[kbps]

1
100(Nominal)

10(Safe Mode)
Modulation PCM-PSK-PM BPSK

Output Power
[W]

1 0.2

アンテナ（バックファイヤヘリカル式）

搭載送受信機

NJ
主アンテナ

副アンテナ

望遠鏡視野

地上局

通常は地球指向
側のアンテナを
使用する。

主要諸元
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ビーム混合鏡温度安定度要求
◦ 1[mK] / 軌道周期

望遠鏡フレーム温度安定度要
求
◦ 1[K] / 軌道周期

CCD温度
◦ -50[℃]以下

投入軌道の不確定性が問題を困難に
している。


