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Abstract 
The Project of Osaka Institute of Technology Electric Rocket Engine onboard Small Space Ship (PROITERES) was 

started at Osaka Institute of Technology. In PROITERES, a 10-kg small satellite with electrothermal Pulsed Plasma 
Thrusters (PPTs) will be launched in 2010. The main mission is powered flight of small satellite by electric thruster. The 
orbit raising in polar earth orbit 600-800 km in altitude will be carried out by the PPTs. Furthermore, observation 
around Yodo river will be conducted with a high resolution camera onboard the satellite. The satellite is under 
construction by lots of research staffs and students. 
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１．まえがき 

 

数年前まで，人工衛星の開発・打ち上げというと

国家レベルもしくはある大企業による，限られた大

組織の特別なプロジェクトとしか考えられなかっ

た．しかし最近，世界的に大学・一般企業によるナ

ノ・ピコサテライトという小型人工衛星の開発・打

ち上げが支援され実現するようになってきた．大型

主衛星打ち上げ時の余剰空間・質量（Piggy Pack）を

利用しており，一度の打ち上げに複数の小型衛星を

運んでくれる．これまで不可能であった衛星打ち上

げ機会の一般団体への開放理由は複雑であるが，少

なくとも宇宙が我々大学人に開かれようとしている

ことには違いない．日本でも東京大学，東京工業大

学をはじめ，いくつかの大学がキューブサット

（Cube Sat）と呼ばれる１辺10cm程度の小型衛星の開

発・打ち上げに挑み成功してきた．その開発研究の

意義は大きく，宇宙という過酷な特殊環境下で稼動

する人工衛星の開発には地上装置とまったく異なっ

た配慮が必要であり，教員にとっては新規研究に発

展させることができる．学生教育においても，設

計・開発にあらゆる理工学が必要であり，多くの参

加学生に高度なシステムエンジニアリングを体験さ

せることができる．何よりも，教員・学生を問わ

ず，自分たちで作った「人工衛星」が宇宙に上がり

動く，こんな感動はない．大きな夢の実現である． 

大阪工業大学でも電気推進ロケットエンジンを搭

載した小型人工衛星の打ち上げを目指し，「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）〕」が昨年よりスタートした1-3）．本

学学生により，英語名の頭文字を取り「プロイテ

ス」とギリシャ神話の神秘な神のごとく愛称が付け

られた．本プロジェクトは，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・教育活動を目的と

したものである．特に，学生主導で開発研究を進

め，安価な民生品の活用，短期間の衛星開発・打ち

上げ計画の立案・実行を目指している． 

関西の宇宙開発では，東大阪中小企業組合による

「まいど１号」の開発がよく知られているが，それ

以外に大きいものがなく，関西地区は関東地区，九

州・北海道などの地区と対比して空洞地区と呼ばれ

ている．しかしながら皆が決して宇宙に興味がない

のではなく，大きな流れを作るきっかけに乏しかっ

たと見られる（いろいろな事情はあるが）．本学が関

西の大学では始めて単独で人工衛星を打ち上げれ

ば，関西の宇宙開発に大きな流れを誘発できる．関

西の航空宇宙産業，航空宇宙工学教育に大きなイン

パクトを与え新しい展開が期待できる． 

具体的なミッションとして，以下の項目を検討し

ている． 

1）電気推進ロケットエンジン（プラズマロケット

エンジン）4）による小型衛星では世界初の動力

飛行〔軌道高度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）〕 

図1 プラズマロケットエンジンの噴射による 
軌道上昇 

Fig.1 Illustration of orbit raising by plasma rocket engine.
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2）高解像度カメラによる地球と宇宙の観測 

 関西地区，淀川域の観察〔本学・現代GP「淀川

学（環境教育）の構築と実践」の支援〕 

3）機械系，電気・情報系，化学系，理学系の教員

による各種提案実験 

人工衛星のスペックは，質量：10kg（大きさ：１

辺30cm程度の立方体），最小電力：10W，高度：

600～800km〔極軌道（北極と南極上空を通過する軌

道）〕，開発期間：３年，衛星寿命：１年以上，打ち

上げロケット：インド，ロシアなどの固体燃料ロケ

ットもしくは日本宇宙航空研究開発機構（JAXA）

HIIAを想定している．図1にプラズマロケットエン

ジンの噴射による軌道上昇のイラストを示す． 

３年後の打ち上げを目指して，現在，複数の小開

発研究グループに分かれ，個々の担当機器の設計・

製作，統合した衛星試作機を開発している．本稿で

は，本人工衛星プロジェクトの衛星開発およびプロ

ジェクトプループの活動の状況を紹介する． 

なお，本プロジェクトの研究協力者として，中須賀

真一氏（東京大学・大学院工学系研究科航空宇宙工学専

攻・教授），吉村允孝氏（京都大学・大学院工学研究科

航空宇宙工学専攻・教授）にご協力いただいている． 

 

２．人工衛星プロジェクト進捗状況 

 

2･1 プロジェクトの特徴 

本プロジェクトの人工衛星の特徴は，なんと言っ

ても小型人工衛星では世界初の電気推進ロケットエ

ンジンを搭載していることである．図2に示すよう

に，燃焼反応により発生した高温・高圧ガスをノズ

ルで高速噴射させる化学推進ロケットに比べて，電

気の効果を利用する電気推進ロケットのガス噴出速

度は化学ロケットの数倍から１桁大きい．噴射速度

が大きいと，推進剤ガスの消費率（１秒間の推進剤

消費量）が小さくてすみ，すなわち燃費がよく経済

的である．地上から宇宙に燃料を大量に輸送するこ

とはできないので，宇宙空間を長期間飛翔するため

には電気ロケットが望ましい．JAXA宇宙科学研究

本部の「はやぶさ探査機」は，電気ロケットの一種

であるイオンエンジンを連続噴射させることによ

り，はるか遠く太陽の裏側まで飛翔できたのであ

る．将来，宇宙を自由に飛翔（宇宙動力飛行）するた

めには電気ロケット技術は必要不可欠であり，その

技術確立，宇宙実証が望まれている．本プロジェク

トでは，電気推進ロケットの一種であるパルスプラ

ズマロケットエンジンを搭載し，軌道の高度変更実

証実験を行う（一般に地球周りに打ち上げられる人

工衛星のほとんどが軌道変更用のロケットエンジン

は持っていない．すなわち，打ち上げロケットから

宇宙に放出されると軌道変更はできず，ただ決めら

れた軌道を回っているだけである．）．プロジェク

ト名の中で，「人工衛星」を用いず「スペースシッ

プ」を使ったのは，我々の意思で自由に衛星を動か

せる（軌道を変えられる），船のように，すなわち地

球のある軌道を回るように拘束された衛星ではない

という意味を込めてである．本実証実験により，小

型衛星による動力飛行，すなわち小型衛星ではある

が地球周りを自由に飛翔することが達成できれば，

地球上のすべての地域の上空に衛星を迅速に移動さ

せることができ，災害など不測時の地球観測，衛星

通信などあらゆる用途に画期的な変革をもたらす可

能性を秘めている． 
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図2 電気ロケットと化学ロケットの比較 
Fig.2 Comparison between electric and chemical rockets.
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電気推進ロケットにより目的地上空に移動後，地

球を高分解能で観察するためには，高度な「目」，

すなわち高解像度カメラが必要である．詳細は後述

するが，高度800kmから10mを識別できれば，淀川

域の自然環境の観察はもちろんのこと，本学校舎も

見ることができる．さらに災害地域などの観察，大

型トラックの位置も同定できれば地域の交通状態の

把握などにも利用できる． 

以上のように，電気推進ロケットにより動力飛

行・移動し，高解像度カメラにより地上観察を行

い，目的とする画像情報を得る．これが本プロジェ

クトの大きな目的の１つである． 

電気推進ロケットエンジンと高解像度カメラのシ

ステム規模を考えると，必然的にこれまで各大学が

開発してきた10cm級のキューブサットでは小さす

ぎ，少なくとも１辺30cmの立方体クラス（約10kg）

になると判断した．逆に，これ以上大型（１辺

50cm，50kg以上，例えば「まいど１号」）になる

と，試験設備など大学では手に負えないと考えた．

いずれにしろ，大学で扱える最大規模であり，日本

の１大学単独では最大級とみなしてよい． 

 

2.2 人工衛星プロジェクト室 

昨年７月に大宮学舎５号館３階に人工衛星プロジ

ェクト室が設置された．衛星の環境試験装置とし

て，温度サイクル試験用恒温槽，振動試験装置，衛

星製作用のクリーンベンチが納められた．プロジェ

クトメンバーの教員・学生会議や人工衛星試作機の

製作・環境試験などに広く利用されている．特に地

上における環境試験が重要であるが，できる限り本

学内，少なくとも関西地区で試験を行っていきたい

と考えている． 

以後，各グループの開発研究状況を紹介する． 

 

2.3 構造・構体系 

衛星打ち上げロケットが地上から飛び立ち上昇す

るとき，加速度は大きく，自重の20から30倍の重さ

（加速度が地表重力加速度の20から30倍）に数分間耐

えなければならない．この要求を満たし，軽量な衛

星構体の材料として，ジュラルミンとモリブデンを

検討している．また１辺30cmの立方体形状では構

造的に弱く，内部に補強板を配置する必要がある．

さらに，ロケット側から振動特性の要求があり，固

有振動数条件（例えば100Hz以上）などが課せられ

る．現在，材料としてジュラルミンを選択し，構体

を設計・製作し，振動試験，ANSYSソフトウエア

による構造強度・振動特性解析を行っている． 

 

2.4 熱設計系 

人工衛星の内外は真空であり，熱の移動は輻射と

伝導に限られる．入熱は太陽輻射と地球からの放射

であり，これらは定量的に見積もることができる

が，無視できない内部電子機器の発熱の評価は難し

い．放熱は衛星全体からの放射であり，入熱と同

様，衛星構造・表面材料の状態に大きく依存してい

る．さらに軌道上を約90分で１周するが，太陽に当

たるときとそうでないとき，すなわち昼と夜があ

り，内部の温度は時間的に大きく変化する． 

以上のような複雑な温度環境下で内部電子機器を

所定の作動温度領域に維持するのが熱設計の目的で

ある．特に，作動温度範囲が常温付近に限られるバ

ッテリが最も厄介な機器である．現在，図3に示す

ようにANSYSによる衛星用熱解析コード5）を製作中

であり，機器の温度特性試験，温度サイクル試験の

結果と比較検討し，解析と実験を進めている． 

 

2.5 C&DH（Command & Data Handling）系（電子系） 

人工衛星の頭脳がオンボードコンピュータ

（OBC）であり，衛星の通信系，姿勢制御系，電気

推進ロケット系，高解像度カメラ系などすべてのデ

ータが集中・管理され，自動制御，もしくは地上か

らの指令により各系にコマンドが発せられる．本プ

ロジェクト衛星では２，もしくは３台のOBCを搭

載する予定であり，各系それぞれ専属のOBCを組
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み込み，さらに余剰性能を利用してできる限りの冗

長系を構成させる．すでにいくつかのOBCを選択

し電気的なインターフェイスの構築を検討すると共

に，それらの環境試験を行っている． 

 

2.6 通信・地上局系 

人工衛星と地上局とのデータのやり取りは無線通

信により行われる．本プロジェクト衛星ではアマチ

ュア無線バンド帯を使用し，データアップリンク・

ダウンリンク用，ビーコン（連続モールス信号）に

430MHz帯を用いる．これら人工衛星搭載用の通信

機器民生品の選定・購入は終わり，不足の電子機器

は学内で製作すると共に，衛星アンテナの設計・製

作，放射特性を調べている． 

高度600km極軌道を周回する人工衛星は１日に２

回，同一点を南から北に，北から南にそれぞれ通過

する．通過時間中８分間程度が人工衛星と固定地上

局の間の通信時間である．非常に短い通信時間の間

に，データのアップリンク・ダウンリンクを行わな

ければならない．通信速度1200bpsでは画像データ

などは何度かに分けて地上に降ろすことになる．地

上局は大宮学舎６号館最上階に，自動追尾装置を備

えたアンテナは６号館屋上に設置予定である． 

 

2.7 電源系 

すべての電子機器をはじめ電気推進ロケットエン

ジンも電気が必要である．本プロジェクト衛星の構

体外表面６面すべてに太陽電池セルを張り，太陽光

発電により必要な電気を供給する．余剰電力はエネ

ルギー密度の大きいリチウムイオンバッテリに蓄え

る．本衛星のバス電圧（家庭用コンセントの電圧100V

に相当）を12Vに決定し，衛星１面のみに太陽光が垂

直に当たったときの発電量を最小電力とし，10Wが供

給可能であると判断した．現在，太陽電池セルの選

定と電力制御回路の設計・製作を行っている． 

 

2.8 姿勢制御系 

人工衛星の姿勢の制御には，アクチュエータとして

３軸磁気トルカ，伸展ブームによる重力安定機構，セ

ンサとして３軸ジャイロセンサ，３軸磁気センサ，太

陽センサを利用する．軌道変更用にパルスプラズマエ

ンジンを１軸前後に２機ずつ装備させる．プラズマエ

ンジンの噴射前には軌道変更方向にエンジンを向ける

必要があり，精密な姿勢制御が必要である．さらに高

解像度カメラの観察には撮影のぶれを如何に最小に抑

えるかが課題であり，使用する撮像素子CMOSのピク

セル値に要求姿勢制御精度が依存する． 

磁気トルカは単なるソレノイドコイルであり，コイ

ル電流と地球磁場の干渉によりトルクを発生させる，

いわゆる電磁石である．本プロジェクト衛星の大きさ

が１辺30cm立方体なので，コイルの直径は30cm弱と

し，１軸に２機，３軸で合計６機のコイルを製作し

た．図4に示すように制御電源回路にはＰＷＭ方式を採

用し，地上実験として大空間に一様磁場を発生させ，

製作したコイルに働くトルクを測定し，設計理論通り

のトルクが発生していることを確認した． 

ロケットより分離した衛星は直ちにブームを伸展

し，高解像度カメラを配置した軸を常に地球中心方

向に向かせる（重力安定機構）．すでにブームの伸展

機構の設計・製作が終わり，振動試験と平行しなが

ら，機構の改良を行っている． 

図3 ANSYSによる衛星構体熱解析の結果 
Fig.3 Typical result of thermal analysis of satellite

body by ANSYS code. 
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３軸ジャイロセンサ（衛星の重心周りの角速度検

出），３軸磁気センサ（衛星周りの地球磁束密度検

出）には民生品を利用し，太陽センサ（太陽の方向検

出）はリニアイメージセンサを用い開発中である． 

 

2.9 電気ロケットエンジン系 

軌道変更用パルスプラズマロケットエンジン

（Pulsed Plasma Thruster: PPT〔宇宙用ロケットエンジン

のことを専門用語でスラスタ（Thruster）と呼ぶ〕）6-8）は

電熱加速型エンジンである．その構造と加速原理を

図5に示す．電熱加速型PPTはキャビティと呼ばれ

る放電室，その上流部の陽極，下流部のノズル状陰

極，陰極内の点火用イグナイタにより構成される．

キャビティ壁は固体推進剤であるテフロン（四フッ

化エチレン（Polytetrafluoroethylene: PTFE））である．

陽極・陰極間のコンデンサにあらかじめ数ジュール

のエネルギーを蓄積し，イグナイタとノズル陰極間

の数kV火花放電により，陽極・陰極間の主放電を誘

発する．数μ秒の間，ピーク電流数kAの非定常放電

が行われる．主放電によりキャビティ壁のテフロン

が溶融・昇華，キャビティ内が高温・高圧になり，

下流ノズル側に一気に噴出することにより，その反

動で推力が得られる．宇宙では１Hz程度の繰り返し

パルス放電作動により運用される．PPTの推進剤は

固体のテフロンであり，一般的なロケットエンジン

に使用される液体・気体状推進剤ではないので，燃

料タンク，バルブなどが必要なく，軽量化できる．

作動信頼性は高く，使用電力も小さく数Ｗで済む．

こうして，PPTエンジンシステムは主放電用と点火

用の２つのパルス放電回路とエンジン本体のみであ

り，その製作に特別な技術は必要なく，十分大学内

で我々の手で完成させることができるのである． 

図4 磁気トルカ地上実験装置システム 
Fig.4 Ground-based experimental system of magnetic 

torquer. 

C
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図5 電熱加速型パルスプラズマロケット 
エンジンの構造と加速原理 

Fig.5 Structure and acceleration mechanism of  
electrothermal pulsed plasma rocket engine. 
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図6 連続作動用電熱加速型パルスプラズマ 

エンジンの概略図と放電写真 
Fig.6 Schematic view and discharge photo of  

electrothermal pulsed plasma engine for  
continuous operation. 
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テフロン製円筒状キャビティ内にテフロン供給装

置を有する連続試験用同軸型PPTを本学“ものラ

ボ”で試作し，１万ショットの連続作動試験を行い

性能特性の変化を調べた． 

連続作動用PPT本体の概略図と放電写真を図6に

示す．キャビティは２本のテフロンバーより挟み込

むように構成され（端は扇型形状），それらテフロン

バーが連続作動により減っていくので，スプリング

により左右から押し出されるようになっている．テ

フロンバーは上下からパイレックスガラス板により

押さえられ，発生ガスのリークを抑えている． 

大型スペースチャンバー内で行った１万ショット

の連続作動試験の結果を図7に示す．インパルスビ

ット（力積）は初期値420μNsからショット数ととも

に徐々に低下し，１万ショット時には300μNsにな

った．マスロス（テフロンと小量のパイレックスガ

ラスの損耗量の合計）もゆっくりであるが低下し，

結果的に推進効率は8%程度になった．マスロスが

小さくなるので比推力（平均ガス噴出速度を標準重

力加速度9.8m2/sで割った値（エンジンの燃費の目

安））は大きくなるが，他の性能は悪くなっていく．

今後，テフロン供給方法の改良などが必要である

が，テフロンの供給を行わなくても（本供給方法を

使ってでも）比較的大きな合計インパルスが得られ

ることが確認できた．１万ショットの合計インパル

スは3.2Nsとなっている． 
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図7 パルスプラズマエンジン連続作動試験の結果

Fig.7 Result of continuous operational test of pulsed 
plasma engine. 

 

図8 パルスプラズマエンジンの構成と 
その電源装置の系統図 

Fig.8 Arrangement of pulsed plasma engines in satellite 
and its electric circuit system. 

図9 パルスプラズマエンジン用 
電源エンジニアリングモデル（ＥＭ） 

Fig.9 Engineering model of electric power unit for  
pulsed plasma engine. 
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本プロジェクト衛星の４台のエンジン構成とエン

ジン用電源装置の系統図を図8に，その電源EMモデ

ルを図9に示す．これらを用いて，更なる連続試

験，温度特性取得を目指す． 

 

2.10 高解像度カメラ系 

プロジェクト開始当初，地上分解能10mを実現で

きる光学系をどうするかが問題であったが，我々で

設計・製作することは難しいと判断し，関西地区の

光学機器メーカに協力を依頼した．焦点距離

20cm，屈折式望遠レンズの製作をお願いした．撮

像素子としては１ピクセル3.2μmのCMOSを利用す

る予定である．理論的には分解能10mが可能ではあ

るが，姿勢制御系の精度を考慮して，実質分解能と

して20mを目指している． 

 

2.11 その他のミッション，光触媒反応実験 

宇宙環境を積極的に利用したミッションとして，

高フラックス紫外線照射を用いた酸化チタンの光触

媒反応実験，宇宙実証実験が提案された．将来，月

基地やスペースコロニーなど多くの人間が宇宙に住

む時代が必ずやってくる．そのとき光触媒技術を用

いた，抗菌・汚れの分解・消臭・大気の洗浄といっ

た技術が必要になると大いに期待される．現在，本

プロジェクト衛星搭載用のコンパクトな実験機器の

開発を行っている． 

 

2.12 打ち上げロケットの手配 

打ち上げロケットとして，日本JAXAのHIIAの利

用がまずは考えられるが，長短所を鑑み，第一候補

とはしなかった．ロシア，インドなど諸外国の固体

燃料ロケットの中で，打ち上げ時期がほぼ確定でき

るロケットを探すことにした．現在，インド宇宙研

究機構（Indian Space Research Organization: ISRO）と

仲介会社を挟んで，図10に示す極軌道衛星打上げロ

ケット （Polar Satellite Launch Vehicle: PSLV）への搭

載の交渉を行っている． 

 

 

３．学生組織の構築・活動と教育 

 

3･1 学生組織の構築と活動 

各系担当の教員の研究室からそれぞれ数名の学生

が参加し直接，衛星開発研究を行っている．合計20

数名の学生が集まり，プロジェクト学生リーダー，

学生サブリーダーの元でまとまり，実動がなされて

いる．未知の複雑な電気機械システムを作るわけで

あるから，とにかく密に集まり打ち合わせをしなけ

ればならない．現在は週１回face to faceの会議を開

き，各系の担当学生が内容の濃い話し合いを行って

いる．また１，２年生など低学年生を含む一般学生

をプロジェクトへ勧誘するために，正面玄関７号館

１階エレベータ前と１号館１階ロビーに，学生勧誘

用のチラシを置かせていただいた．すでに数名の１

年生から問い合わせが来ている． 

 

 

図10 インド極軌道衛星打上げロケット 
Fig.10 Indian polar satellite launch vehicle. 



 大阪工業大学・人工衛星プロジェクト 9 

 - 9 -

3･2 英語教育，工学実践，および学会発表 

人工衛星プロジェクト公式ホームページの日本語

版は教員により製作されたが，世界的なアピールの

ためには英語版の製作が急務である．英語版製作は

学生の英語教育に非常に望ましい教材であるという

提案がなされ実行された．さらにいくつかの宇宙工

学を題材にした英語授業が開講され，プロジェクト

学生のほとんどが興味を持ち参加するようになっ

た．英語が苦手という学生が多いが進んで勉強するよ

うになり，衛星開発という目的意識を持たせることが

大きな動機につながり好影響をもたらしている． 

本プロジェクト衛星を設計・製作するに当たり，

人工衛星そのもののイメージがつかめない学生が多

い．学生の理解を助けるために，昨年７月，カンサ

ットと呼ばれる350ml缶状の人工衛星教育キット

（機能は本物の人工衛星とほとんど同じ）を購入し，

その製作，通信実験，加速度データ取得実験を行わ

せた9）．さらに本年３月には図11に示す本格的な簡

易小型人工衛星試作機を購入し，各系の製作，実際

の人工衛星で行われている姿勢制御などの運用シー

ケンスを体験させた． 

多くの宇宙工学関連の国内学会5,9-13），国際学会

14,15）に学生を参加させ，衛星プロジェクトの進捗状

況などを発表させている．日本航空宇宙学会関西支

部2007年度ライト祭（2007年12月，梅田），第26回宇

宙技術および科学の国際シンポジウム（2008年６

月，浜松）では展示会が開かれ，本衛星プロジェク

トの紹介と衛星搭載予定の電気推進ロケットエンジ

ンの実物が展示され好評であった． 

 

４．学内外への広報活動 

 

4.1 人工衛星プロジェクト公式ホームページ 

本年１月，衛星プロジェクト公式ホームページ

（http://www.oit.ac.jp/elc/scl/oitsat/index.html）を公開し

た．電気推進ロケットエンジンのやさしい説明からプ

ロジェクトグループの会議報告，学会活動，特別講演

情報など盛りだくさんである．更新頻度も高く十分楽

しめ興味を持っていただけるものと思われる． 

 

4.2 特別招待講演 

昨年５月，大学による小型人工衛星開発の第一人

者である中須賀真一氏（東京大学大学院工学系研究

科航空宇宙工学専攻・教授）による特別講演を皮切

りに，これまで６回，本学において講演会を開催し

た．本学の一般学生，教員への宇宙工学の啓蒙活

動，衛星プロジェクトへ興味を抱かせる格好の機会

であった．また講演会終了後は衛星ワーキンググル

ープ会議を開催し，講演者の方にも出席して頂き，

貴重なアドバイスを頂戴した． 

 

4.3 一般市民，小中学生，高校生向け特別講座 

一般市民，小中学生，高校生に航空宇宙を身近に

感じて頂きたく，その啓蒙活動として，昨年８月に

公開特別講座「大空を飛べ！宇宙を翔けろ！先進

航空宇宙工学の世界－市民の航空宇宙工学体験教

室－」，「親子で参加！ペットボトルロケット打ち

上げ大会－大空へ！僕らが作ったペットボトルロケ

ット発射！－」を開催した．多くの市民の方々にご

参加いただき大盛況であった．これらの活動中，本

衛星プロジェクトを紹介し一般の方にも興味を持っ

て頂いた． 

 
図11 簡易小型人工衛星試作機 
Fig.11 Photo of small satellite model. 



10 西川 出・OIT 人工衛星ワーキンググループ  

 - 10 -

５．あとがき 

 

宇宙は決して夢ではない．努力すれば誰でも手が

届く．学生にそれを伝えたい．工学を実践する我々

にとって，わくわくする興味・感動，何が何でも作

りたい，実現したいと思う意気込みが，世の中の常

識を覆す，新しいものを生み出す．本人工衛星プロ

ジェクトを通して，教員と学生が一丸となって，最

高水準の工学実践を目指して行きたい． 

また本衛星プロジェクトを足がかりに，関西の大

学による航空宇宙工学教育・研究の新展開を目指し

たい．関西一円の卒業生，後援会，中小企業団体を

背景に，技術協力体制の構築に努めたいと考える． 

 

参考文献 

 1）田原弘一；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，

第51回宇宙科学技術連合講演会アブストラクト

集，2B12，（2008），p.104. 

 2）田原弘一；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－プロ

イテレス計画－，平成19年度宇宙輸送シンポジウ

ム，JAXA宇宙科学研究本部，相模原，（2008）. 

 3）H. Tahara; Project of Osaka Institute of Technology 

Electric Rocket Engine onboard Small Space Ship, 

Proceedings of 1st International Workshop on 

Plasma Application and Hybrid Functionally 

Materials, Dalian University of Technology, 

（2008）, pp.33-34. 

 4）栗木恭一，荒川義博；電気推進ロケット入門，

東京大学出版，第２刷，（2008）. 

 5）尾形剛平，上田整；小型人工衛星の熱解析，日

本機械学会関西学生会平成19年度卒業研究発表

講演会 前刷集，（2008），pp.10-13. 

 6）枝光敏章，田原弘一；電熱加速型パルスプラズ

マスラスタの性能向上に関する研究，高温学会

誌，Vol.31，No.5，（2005），pp.291-298. 

 7）枝光敏章，田原弘一；高インパルス発生用電熱

加速型パルスプラズマスラスタの性能特性と連

続作動試験，日本航空宇宙学会論文集，Vol.54，

No.625，（2006），pp.55-62. 

 8）枝光敏章，田原弘一；電熱加速型パルスプラズ

マスラスタの内部非定常現象の数値計算，日本

航空宇宙学会論文集，Vol.54，No.626，（2006），

pp.121-128. 

 9）川口博之，上田整；小型人工衛星設計における

カンサットの通信実験，日本機械学会関西学

生会平成19年度卒業研究発表講演会 前刷集，

（2008），pp.10-12. 

10）黒木俊祐，吉本剛，宮井勇樹，田原弘一；大阪

工業大学小型スペースシップ搭載用電熱加速

型パルスプラズマスラスタの性能特性，第51

回宇宙科学技術連合講演会アブストラクト集，

2E09，（2008），p.129. 

11）山田剛生，市川大悟，田原弘一；大阪工業大学

小型スペースシップ姿勢制御系の地上シミュレ

ーション実験，第44回日本航空宇宙学会 関西・

中部支部合同秋期大会講演集，A-01，（2007），

pp.5-7. 

12）宮井勇樹，吉本剛，黒木俊祐，田原弘一；大阪

工業大学小型スペースシップ搭載用電熱加速型

パルスプラズマスラスタの性能測定，第44回日

本航空宇宙学会 関西・中部支部合同秋期大会講

演集，B-09，（2007），pp.103-106. 

13）吉本剛，黒木俊祐，宮井勇樹，田原 弘一；大阪

工業大学小型スペースシップ搭載用電熱加速型

パルスプラズマスラスタの性能に及ぼす放電室

形状の影響，高温学会平成19年度秋季総合学術

講演会，大阪大学荒田記念館，（2007）. 

14）H. Tahara, S. Kuroki, G. Yoshimoto and Y. Miyai; 

Research and Development of Electrothermal Pulsed 

Plasma Thrusters for Project of Osaka Institute of 

Technology Electric-Rocket-Engine onboard Small 

Space Ship （ PROITERES ） , 26th International 



 大阪工業大学・人工衛星プロジェクト 11 

 - 11 -

Symposium on Space Technology and Science, Act 

City, Hamamatsu, 2008-b-54p, （2008）. 

15）Y. Ishii, T. Yamamoto, M. Yamada and H. Tahara; 

Development of Electrothermal Pulsed Plasma 

Thrusters for Osaka Institute of Technology Electric 

Rocket Engine onboard Small Space Ship, 26th 

International Symposium on Rarefied Gas Dynamics, 

Kyoto University, Kyoto, （2008）. 


