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大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学
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1. プロイテレスの概要1. プロイテレスの概要



衛星を分野別に構成 課題が見えやすくなる
各々の専門、得意分野が活かせる

開発開発開発開発グループグループグループグループ

C&DH系系系系

光学系光学系光学系光学系

電源系電源系電源系電源系

通信系通信系通信系通信系 姿勢制御系姿勢制御系姿勢制御系姿勢制御系
週一回のペースで会議を行っている

構造系構造系構造系構造系熱設計系熱設計系熱設計系熱設計系

エンジンエンジンエンジンエンジン系系系系



質量 14.5kg

開発開発開発開発したしたしたした電気推進電気推進電気推進電気推進ロケットエンジンのロケットエンジンのロケットエンジンのロケットエンジンの実証試験実証試験実証試験実証試験およびおよびおよびおよび耐久試験耐久試験耐久試験耐久試験とととと，，，，企業企業企業企業とととと共同開発共同開発共同開発共同開発したしたしたした
高解像度高解像度高解像度高解像度カメラをカメラをカメラをカメラを用用用用いたいたいたいた環境観測環境観測環境観測環境観測をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした技術試験衛星技術試験衛星技術試験衛星技術試験衛星.

人工衛星人工衛星人工衛星人工衛星のののの諸元諸元諸元諸元

質量 14.5kg

サイズ
290mm×290mm×290mm

（ブーム展開前）

軌道 軌道傾斜角：99.98[deg],離心率：0

高度 670km

開発開始 2007年4月

衛星寿命 1～2年衛星寿命 1～2年

使用ロケット 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

スラスタ（エンジン） ： 試験用パルスプラズマスラスタ（Pulsed Plasma Thruster: PPT）
を２機搭載



・ BBM（ブリッドボードモデル）の開発
→各種搭載機器の性能確認などを目的とする

・ EM（エンジニアリングモデル）の開発
→環境試験を行うための試作機の開発と環境試験を

目的とする

・ FM（フライトモデル）の開発
→実際に打ち上げて運用する衛星の製作を行う

2008年年年年4月完了月完了月完了月完了 2009年年年年1月完了月完了月完了月完了 2009年年年年12月完了月完了月完了月完了 開発中

概念設計 BBM開発 FMの開発 打ち上げ→ → →→

2008年年年年4月完了月完了月完了月完了 2009年年年年1月完了月完了月完了月完了 2009年年年年12月完了月完了月完了月完了

EM開発

開発中

2011年内に
打ち上げ



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2011年にインド南東部沿岸のスリハリ
コタ島にあるサティシュ・ダワン宇宙センターより打ち上げる予定．

打打打打ちちちち上上上上げにげにげにげに使用使用使用使用するするするするPSLV（（（（インドインドインドインド））））
サティシュ・ダワンサティシュ・ダワンサティシュ・ダワンサティシュ・ダワン宇宙宇宙宇宙宇宙センターセンターセンターセンター

©ＩＳＲＯ



2. ミッション機器



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淀川流域の環境観測2) 高解像度カメラによる淀川流域の環境観測
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）

高解像度カメラ

伸展ブーム

耐久試験用エンジン

実証試験用エンジン

・ ミニマムサクセス ：衛星から発信されるビーコンの受信に成功
・ フルサクセス ：衛星の内部情報の受信に成功
・ アドバンスサクセス ：メインミッションの成功

プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの達成目標達成目標達成目標達成目標（（（（サクセスレベルサクセスレベルサクセスレベルサクセスレベル））））

伸展ブーム



ロケットエンジンのロケットエンジンのロケットエンジンのロケットエンジンの種類種類種類種類

（１） 化学ロケットエンジン
推進剤（燃料）の化学反応（燃焼）推進剤（燃料）の化学反応（燃焼）
により生じた高温のガスを噴射して
推力を得る．

（２） 電気ロケットエンジン
推進剤を電気的に加熱し電離

©ＪＡＸＡ

させ，その生成プラズマを高速
噴射して推力を得る．

※真空環境下でのみ動作する



メリット

PPTはははは小型化小型化小型化小型化がががが容易容易容易容易

パルスプラズマエンジン（PPT）は構造が極めて単
純で,他のエンジンに比べて小型かつ軽量、低電

力（動作エネルギーは一噴射あたり2.43J）で稼

働し，信頼性が高いという特徴を持ちます．よって
小型人工衛星への搭載に最適といえる．

簡単簡単簡単簡単なななな構造構造構造構造によるによるによるによる
開発期間開発期間開発期間開発期間のののの短縮短縮短縮短縮

本衛星本衛星本衛星本衛星ではではではでは２２２２基搭載基搭載基搭載基搭載するするするする

ソ連が１９６３年に打ち上げた火星探査機
「ゾンド２」の姿勢制御用エンジンとして使
用された．

パルスプラズマエンジンの搭載実績

噴射の様子 耐久試験用エンジン 実証試験用エンジン



E
放電室 イグナイタ

陰極

電熱加速型電熱加速型電熱加速型電熱加速型 PPTのののの加速原理加速原理加速原理加速原理

E0

陽極

推進剤

加速・排出

放電

高圧

イグニッション

推進剤

昇華

充電

エンジンの動作周波数は1Hzに設定している



真空排気系の仕様

Vacuum chamber  N
s

10Vacuum chamber

Length [mm] 1250

Diameter [mm] 600

Turbo molecular pump

Exhaust velocity [l/s] 3000

Pressure [Pa] 1×10-2 
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小型人工衛星用ＰＰＴのコンセプト

・部品数を少なくし，軽量化を図る． PTFE

Body: Polycarbonate

Holder: Polycarbonate

＜推進機システムの質量内訳＞

・振動に耐えることのできる構造．

・立方体を維持するため壁面に対し
フラットに搭載する．

PTFE

Cathode: SUS304

Anode:Copper

PPTs  0.142 × 2 = 0.28

Capacitors 0.180 × 1= 0.18

PPU 1.397 × 1= 1.40

Enclosure, wire etc.                = 0.5

合計 2.36kg
Cathode

Anode

Body



搭載搭載搭載搭載するパルスプラズマスラスタのするパルスプラズマスラスタのするパルスプラズマスラスタのするパルスプラズマスラスタの仕様仕様仕様仕様
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表1 ショット数毎のインパルスビットとマスショット

Cavity
Length, mm 9.0

Diameter, mm 1.0

Nozzle
Length, mm 23

Half angle, degree 20

50,00010,000

実験前後の放電室

・ショット数が増加するとともに，比推力が増加する
推進効率は0.2（20％）である

・約50000回程度噴射すると，ミスショットが続発し，
噴射が困難となった．
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表2 ショット数毎の比推力と推進効率

φ1mm φ6mm

実験前後の放電室
直径の変化



コンデンサ

エンジン制御用電源

10ｍｍ

制御電源とコンデンサ
を組み合わせたケース



軌道上で行うエンジン噴射実験

1) 実証試験

実証試験用エンジンを作動させ，衛星を回転
させる．ジャイロセンサで衛星の角加速度を
検出し，推進力を推定する．



軌道上で行うエンジン噴射実験

耐久試験エンジンを作動させ，何秒間噴射で
きるのかを計測する．また，どの程度高度を
上昇させることができるかも測定する．

2)耐久試験耐久試験耐久試験耐久試験



Parameter Typical Value

lens construction 5 lens

Angle of view（half angle） 2.8deg

株式会社ジェネシアとの共同開発

Focal length 85.33㎜

F number 3.6

Mass 230ｇ

Length 109㎜

Back-focus 32.28㎜

Material A6061T

全面に、宇宙実績のあるアルマイト
処理を施している．一部分について
は導電性アロジン処理を施している．



実機搭載用のカメラのレンズ部

アライメント調整器



Parameter Typical Value

選定選定選定選定したしたしたしたＣＭＯＳＣＭＯＳＣＭＯＳＣＭＯＳセンサセンサセンサセンサ 裏表

Model number MT9T001

Size 14.22㎜×14.22㎜

２０４８Ｈ×１５３６Ｖ

3-Megapixel

Pixel size ３．２µｍ×３．２µｍ

Active pixels

Active imager size
６．５５ｍｍ（H）×４．９２ｍｍ（V）

８．１９（Diagonal）

宇宙環境を考慮し、シンプルで
コンパクトになるよう設計した．

製作は㈱中央電機計器製作所



5
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分解能 30ｍ

撮影範囲 60×50km

大阪工大大阪工大大阪工大大阪工大

大阪平野

60km

©Google

撮影可能範囲



本学の環境工学支援のため、淀川流域の植生
（主に外来植物であるウォーターレタス）を定期的に観測

ウォーターレタス

大阪工大大阪工大大阪工大大阪工大

大阪平野©Wikipedia

赤部はウォーターレタス

©Google

©Google

ミッション後、他の地域の観測や気象観測も予定している



3. 衛星の内部システム



衛星のC&DH系（Command and data handling system） は以下のように構成される．

C&DH系のシステムブロック図

2機のOBCはお互いに動作を監視、異常がある場合はリブートが可能．

1) シングルイベント対策のため， OBCを2台搭載
2) Linux で動くマイコンボード（ＣＡＴ709）を採用
3) CPU間の通信には，Ethernet とRS-232 の2つのインタフェースを採用



採用したOBC（Siliconlinux社製）

CAT709

磁気トルカドライバ
(BRAHMA)

冗長系回路
(PLUTO)

製作した機器

EB709

磁気トルカのON/OFF，電流の
向きを制御することができる．

複数のCPUを持った機器において，
冗長系を実現する回路.

PROITERESでは市販のPCボード
を使用する.EB709 （マザーボード）
とCAT709で構成される．

向きを制御することができる． 冗長系を実現する回路.

太陽センサ

センサの光電流の出力
ができるアナログ回路



選択した姿勢制御法

重力傾斜方式

伸展ブームの動作原理

磁気姿勢制御

磁気トルカ（MTQ）の動作原理

地磁気

電流
地球から離れているので
重力（小）・遠心力（大）

＋＋＋＋

地磁気

裏から表表から裏

力

重力（小）・遠心力（大）

地球に近いので
重力（大）・遠心力（小）

重力傾度安定を利用して衛星底面を地
球側に指向させる．打ち上げ時は人工
衛星内部に格納し，軌道上で展開する．

姿勢精度が低い

長所長所長所長所：：：：

短所短所短所短所::::

姿勢制御に電力を消費しない

ソレノイドコイルにソレノイドコイルにソレノイドコイルにソレノイドコイルに流流流流れるれるれるれる電流電流電流電流によりによりによりにより
発生発生発生発生するするするする磁場磁場磁場磁場がががが，，，，地球磁場地球磁場地球磁場地球磁場とととと作用作用作用作用すすすす
るるるる事事事事でトルクをでトルクをでトルクをでトルクを得得得得るるるる．

地球近傍でしか使用できない

長所長所長所長所：：：：

短所短所短所短所::::

簡素な構造，姿勢精度が高い

本学人工衛星には２種の姿勢制御装置を搭載



宇宙での姿勢制御

宇宙環境から受ける外乱トルクを打ち
消し，姿勢を安定させる

人工衛星の姿勢を乱す主な外乱トルク

太陽輻射圧トルク

総外乱トルク＞MTQのトルク ブームのトルク＞

太陽輻射圧トルク

重力傾斜トルク

衛星に搭載した電子回路等の磁気モーメント
と地磁気の作用でトルクが発生

残留磁気トルク

衛星に重力が加わるとき，衛星の各質点の
分布非対称性によってトルクが発生

太陽によって放射される光子が衛星に衝突
することにより発生する圧力トルク

空力トルク

軌道高度670kmでは最大で17.1µNmの外乱トルクが働くと仮定

残留磁気:0.15 Am2
総外乱トルク=

太陽輻射圧トルク+残留磁気トルク+空力トルク

大気抵抗による空気力が質量中心まわりに
発生するトルク



空芯ソレノイド型MTQ 伸展ブーム

220×220Configuration [mm]

Diameter [mm] 0.37

Number of turn 225

Weight [g] 140

2000Total length(extension)[mm]

Total length(Storage)[mm] 95

Mass [kg] 1.0

・・・・発生磁気発生磁気発生磁気発生磁気モーメントはモーメントはモーメントはモーメントは1軸軸軸軸1台台台台でででで0.3A㎡㎡㎡㎡
・・・・MTQにかけるにかけるにかけるにかける電圧電圧電圧電圧はははは5V

・・・・MTQのののの外形外形外形外形はははは衛星衛星衛星衛星のののの外形寸法外形寸法外形寸法外形寸法（（（（0.3m））））以内以内以内以内
・・・・消費電力消費電力消費電力消費電力はははは3台台台台すべてですべてですべてですべてで，，，，1.5W以内以内以内以内
・・・・MTQ本体本体本体本体のののの重量重量重量重量はははは3軸軸軸軸すべてですべてですべてですべてで1kg以内以内以内以内としとしとしとし，，，，
可能可能可能可能なななな限限限限りりりり軽量軽量軽量軽量とするとするとするとする

設計条件
Mass [kg] 1.0

・・・・格納時格納時格納時格納時はははは100××××100××××100[mm]以内以内以内以内
・・・・全体質量全体質量全体質量全体質量はははは1.3[kg]以内以内以内以内
・・・・打打打打ちちちち上上上上げげげげ時時時時のののの振動振動振動振動にににに耐耐耐耐えうるえうるえうるえうる構造構造構造構造にするにするにするにする

設計条件



Solar Sensor

BRAHMA3,

PC

Input of  power

Input and Output of signal

COCOAPOT

BRAHMA3,

MTQ×3

・MTQは， BRAHMA3，PLUTO3を介して制御され，

1．磁気センサをMTQの中心に設置.

2．MTQ1台に電圧5Vを供給し，OBCから

COCOAPOT
Power Supply

5.0[v]

OBC-0 CONCENT0

MTQ×3

Magnetic 

Sensor

BRAHMA3,

PLUTO3

Solar Sensor

OBC-0BRAHMA3,

PLUTO3

Power Supply

5.0[v]

各機器間の信号の伝達や電源の供給
が問題なく行われるかを確認

・MTQは， BRAHMA3，PLUTO3を介して制御され，
電源の供給もBRAHMA3を通して行われる．

・COCOAPOT（電源制御器）は磁気センサに電源電
圧9.0Vを供給し，BRAHMA3に5.0Vを供給する．

・PCはOBCをモニタリングし，太陽センサ，磁気セン
サの出力信号を表示する．

2．MTQ1台に電圧5Vを供給し，OBCから
BRAHMA3にMTQのON/OFFと電流の向き
を変える信号を送る．

3．測定したセンサ値をOBCでモニタリング



PROITERESの通信は3種のビーム
で構成されている

ダウンリンク: D1 beam

(テレメトリー: FM/BFSK) 

衛星との通信の概要図

(テレメトリー: FM/BFSK) 

ダウンリンク: D2 beam 

(ビーコン: CW/Morse) 

アップリンク: U1 beam

(コマンド: FM/BFSK)

1) ミッションデータの送信
2) 衛星のコントロールおよびメンテナンス
3) 衛星追跡のサポート

衛星の通信システム

衛星との通信の概要図

PROITERESでは，430MHz帯帯帯帯を送受信に用いる．



 

 

 

 

On-board 

Computer 

 

Communication 

Controller 

 

FM and CW 

Transmitter 

 

Command Command 

Beacon Beacon 

半波長半波長半波長半波長ダイダイダイダイポールアンテナポールアンテナポールアンテナポールアンテナ

Computer 

(See C&DH 

Subsystem) 

Controller 

(TNC, FSK mod 

& demod) 

Transmitter 

& FM 

Receiver 

Control signal 

Beacon Beacon 

Telemetry Telemetry 

Control signal 
送信送信送信送信：
ダイポールアンテナを通して地上局とAX.25パケッ
ト（テレメトリ・データ）を1200bpsのFM方式で送信

する．また，モールス信号（ビーコン）を地上局に発
信する．

コミュニケーションコントローラは，
受信受信受信受信：

メジャーを改造して製作した

コミュニケーションコントローラは，
OBCと送受信機を仲介する

i) AX.25パケット（TNC）のカプセル化(端末のノードコントローラ), 

ii)バイナリーFSK（BFSK）データの変調と復調

このユニットの機能

受信受信受信受信：
地上局からのFM信号（コマンド）を受信し，AX.25

パケットをコミュニケーションコントローラのターミ
ナルノードコントローラ(TNC) に送る機能を持つ．



地上局の設置

アンテナアンテナアンテナアンテナ 地上局地上局地上局地上局

地上局は大阪工業大学大宮キャンパスに設置



関西電子工業振興センター
けいはんな試験センター



衛星のアンテナ
（送信側）

受信用
アンテナ

衛星のダミー

台座がターンテーブルになっており、衛星のアンテナの
全周の電波強度を調べる事が出来る

衛星のダミー

発泡スチロール

電波吸収体



取れたデータの例観測室

伸展ブームを閉じた状態、開いた状態、アンテナを格納した状態などのデータ
を取った結果、採用したアンテナは十分な能力を持つことを確認できた．



宇宙開発合同会社 AstreX との共同開発

衛星に搭載する電源装置



電源装置電源装置電源装置電源装置

バッテリボックスバッテリボックスバッテリボックスバッテリボックス



バッテリはバッテリはバッテリはバッテリは単単単単４４４４タイプタイプタイプタイプeneloopeneloopeneloopeneloopをををを8888直直直直××××2222列列列列





上部区画に各種回路およびセンサ，送受信機、エンジンを配置.

下部区画には電源装置，エンジン用電源，オンボードコンピュータを配置した．





メンテナンスコネクタ

・衛星上面には搬入などで使用するIボルトを取り付ける（打ち上げ時は取り外す）

コールドスイッチ



振動試験

2010年５月末に音羽電機工業株式会社（尼崎市）の振
動試験機を借り、フライトモデルの振動試験を行った.

振動試験機本体雷テクノロジセンター





試験の結果，共振等も起こらずインド側の要件を満たしていること
を確認できた．

準静的荷重試験（±11G） 横振動（正弦波振動）



4. 開発を進める中で4. 開発を進める中で



続出する失敗・・・

中途半端な知識

そこから来る

当時者だけでの理解

グループ全体に、第三者にも状況
が把握できるようにするには？

開発を進める中で

開発機器の破損・不具合
取扱いのミス

宇宙環境による誤算、再設計 グループグループグループグループ間間間間、、、、企業企業企業企業とのとのとのとの

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション不足不足不足不足！！！！！！！！

わかったつもりでいるのでは？

原因究明原因究明原因究明原因究明にににに時間時間時間時間がかかるがかかるがかかるがかかる

設計設計設計設計ミスのミスのミスのミスの頻発頻発頻発頻発 相手相手相手相手にににに伝伝伝伝えるえるえるえる力力力力のののの不足不足不足不足！！！！！！！！



メンバーメンバーメンバーメンバー間間間間のズレのズレのズレのズレ

このままじゃ間
に合わない

別の研究が
ある

積極的な学生消極的な学生

温度差が生じる

開発を進める中で

に合わないある

条件条件条件条件がががが厳厳厳厳しいしいしいしい
結果結果結果結果がうまくでないがうまくでないがうまくでないがうまくでない

先が不安で
たまらない

解決策解決策解決策解決策がががが見見見見えないえないえないえない 具体的具体的具体的具体的なななな話話話話しししし合合合合いができずいができずいができずいができず

会議の無断欠席

課題の数が
多い

たまらない
すでにすでにすでにすでに遅遅遅遅れてるれてるれてるれてる

会議の無断欠席

開発の遅れ開発の遅れ



いったいなにができるのか？

開発を進める中で

粘り強い

とにかくとにかくとにかくとにかく諦諦諦諦めることだけはしたくないめることだけはしたくないめることだけはしたくないめることだけはしたくない！！！！！！！！

モチベーション向上のための

粘り強い

状況把握のための

現状の目的や課題をあきらかに！
やれることをやる！！

会議内やグ
ループ内で
の規律性

メンバー全員の
現状把握、発言
しやすい環境 状況把握のための

遅れを取り戻すための

失敗は恐れない！！
とにかく会議（グループメンバー全員）

で決めたことはやってみる！！

の規律性 しやすい環境



開発当初より格段に増した発言

ミーティング終了後も

明らかな心境の変化

開発を進める中で

宇宙に関する広範な
知識習得のため企業
や他大学への訪問

情報の共有
課題発見

良きアドバイザー
信頼

聞く力
理解する力
伝える力

作り上げる力

ミーティング終了後も
終わらないミーティング

気づくと無くなる無断欠席

そして

部品部品部品部品をををを組組組組みみみみ上上上上げるだげるだげるだげるだ
けがけがけがけが開発開発開発開発ではないではないではないではない

作り上げる力 気づくと無くなる無断欠席

作作作作っていくのはっていくのはっていくのはっていくのは
モノだけではないモノだけではないモノだけではないモノだけではない!!

チームを通しての
個の成長



～各系の懸命な開発～ 個々の開発から全体の開発へ

現状では困難！！
更に遅れが生じる
開発体制の見直し

開発を進める中で

構体系構体系構体系構体系

週1回の会議に加え、
メールでの情報交換

開発体制の見直し

今までは設計ミスが頻発していたが、情報共
有により、より精度が高く洗練された構体の
製作が可能となり，軽量化も行う事が出来た。

イメージが形になる喜び

搭載機器搭載機器搭載機器搭載機器

グループとして
成長

エラーが発生しても、すぐにミーティングを行う
ため、原因究明が速くなった。



開発を進める中で

活動を通して
リーダー

最後までやり通すことで一歩前に踏
み出せる自信がついた！

メンバー

み出せる自信がついた！

ものを作る上で人とのつながりがとて
も大事な要素だと知り、チームで働く
素晴らしさを実感した。



5. 今後の予定



・・・・ 今月中今月中今月中今月中ににににFM構体構体構体構体にににに対対対対するするするする衝撃試験衝撃試験衝撃試験衝撃試験をををを実施実施実施実施.

・・・・ 今月中今月中今月中今月中にににに製作製作製作製作したしたしたした太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池パネルのパネルのパネルのパネルの評価試験評価試験評価試験評価試験をををを実施実施実施実施．．．．

・・・・ 全搭載全搭載全搭載全搭載機器機器機器機器をををを接続接続接続接続したしたしたした統合試験統合試験統合試験統合試験をををを実施実施実施実施するするするする．．．．



2010年11月より、プロイテレスの2号機、3号機の
概念設計がスタート

プロイテレスプロイテレスプロイテレスプロイテレス衛星衛星衛星衛星３３３３号機号機号機号機イメージイメージイメージイメージ（（（（JAXA提供提供提供提供））））プロイテレスプロイテレスプロイテレスプロイテレス衛星衛星衛星衛星２２２２号機号機号機号機イメージイメージイメージイメージ

宇宙工学研究宇宙工学研究宇宙工学研究宇宙工学研究・・・・教育教育教育教育プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト （（（（ OIT-SEREP:オーアイティー・セレップオーアイティー・セレップオーアイティー・セレップオーアイティー・セレップ））））

新開発のホールホールホールホール型型型型イオンエンジンイオンエンジンイオンエンジンイオンエンジン（電力20-30Wクラス；
推進剤キセノン；比推力2000秒を用いて、地球低高度軌
道から月軌道まで動力飛行します。

電気推進電気推進電気推進電気推進ロケットエンジンロケットエンジンロケットエンジンロケットエンジン動力飛行月探査小型衛星動力飛行月探査小型衛星動力飛行月探査小型衛星動力飛行月探査小型衛星電気推進電気推進電気推進電気推進ロケットエンジンロケットエンジンロケットエンジンロケットエンジン動力飛行型動力飛行型動力飛行型動力飛行型
地球観測小型実用衛星地球観測小型実用衛星地球観測小型実用衛星地球観測小型実用衛星

２号機では1号機よりも強力なエンジン（20-

30Wクラス）とカメラ（分解能0.5-2m ）を目指
し、大量生産可能な汎用衛星バス地球観測
実用衛星を研究開発します。



カンサットのカンサットのカンサットのカンサットの製作製作製作製作・・・・気球飛翔実験気球飛翔実験気球飛翔実験気球飛翔実験プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

衛星開発の基礎を理解するため、大学低学年を対象とした350ml空き缶に人工衛星
のすべての機能を持たせたカンサット（CanSat）の開発を行います．

宇宙工学研究宇宙工学研究宇宙工学研究宇宙工学研究・・・・教育教育教育教育プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト （（（（ OIT-SEREP:オーアイティー・セレップオーアイティー・セレップオーアイティー・セレップオーアイティー・セレップ））））

宇宙航行用電気推進宇宙航行用電気推進宇宙航行用電気推進宇宙航行用電気推進ロケットエンジンロケットエンジンロケットエンジンロケットエンジン（（（（ホールホールホールホール型型型型イイイイ
オンエンジンオンエンジンオンエンジンオンエンジン、、、、パルスプラズマエンジンパルスプラズマエンジンパルスプラズマエンジンパルスプラズマエンジン、、、、直流直流直流直流アーアーアーアー
クジェットエンジンなどクジェットエンジンなどクジェットエンジンなどクジェットエンジンなど））））の開発、高性能化のために、
それらを設計製作、大型スペースチャンバー内で

電気推進電気推進電気推進電気推進ロケットエンジンのロケットエンジンのロケットエンジンのロケットエンジンの開発研究開発研究開発研究開発研究プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

それらを設計製作、大型スペースチャンバー内で
宇宙真空環境を模擬して噴射実験を行い、推進特
性や耐久性能を評価しています。また、コンピュー
タを用いたロケットエンジン内の流れ場の数値解析
も行っています。高効率宇宙推進システムの開発
を目指しています。



ご静聴ありがとうございました

http://www.oit.ac.jp/med/~tahara/top.html

宇宙推進工学研究室ＨＰ


