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プロジェクトを始めた背景 

・千葉工業大学惑星探査研究センター（PERC）は主に国内外の 
 国家的な惑星探査プロジェクトと連携した活動をしてきた 
 （はやぶさ2，BepiColombo, Rosetta, JUICE…） 
 

・確かに国家による惑星探査は予算規模が大きく、複雑な 
 ミッションが可能 
 

・一方でミッションの機会が限られる． 
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超小型衛星CubeSatの可能性 
  国際的な教育プロジェクトとして始まり， 
   2003年に初打上げ 

  Smaller, Cheaper, Faster 
 リスクを負って挑戦的なミッションを 
    行える 
 地上観測では不可視の対象を理学観測できる 
    （紫外線、赤外線、X線…） 
  100機以上が既に軌道で運用．基本的な技術実証は十分． 
  →シンプルなミッションに絞り、設計を徹底的に全体最適化する 
   ことで理学ミッションは十分に可能 
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千葉工業大学は日本初の大学衛星WEOSを開発・運用した実績あり 

WEOSのヘリテージ（知見、設備）を生かせる 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/330070main_PreSat_Assembly_428-321.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Genesat-1_1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/BeeSat-FM_Post-Acceptance-Test-Checkout_2008-09.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:OOREOS_Spacecraft_(PADOM_Deployed).jpg
http://media.hotnews.ro/media_server1/image-2012-02-13-11495868-46-nanosatelitul-goliat.jpg
http://ulcape.org/projects/cubesats/cape1/
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2012年にPERC超小型衛星プロジェクトを立ち上げ： 
大学規模の予算・体制・技術により惑星科学観測を主目的 
とした超小型衛星を独自に開発・運用する。 

プロジェクトの第1弾として、流星観測衛星を開発する 

 衛星名：S-CUBE  
 エス・キューブと呼ぶ．Shootingstar Sensing Satellite (S3)の略称， 
 またはScience-oriented Cubesat(科学指向のキューブサット)の2つの 
 意味を込めて名付けられた． 
 

 体制 
 実施責任機関：千葉工業大学 惑星探査研究センター 
 開発担当機関： 
  千葉工業大学惑星探査研究センターと東北大学の共同開発 
   

S-CUBEは 
  日本初の3Uキューブサット 
  世界初の「宇宙からの流星紫外線観測プロジェクト」 
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米国Science誌が選んだ 
2014年の10大ブレークスルー 
にCubeSatが選ばれた 

CubeSatを使って科学観測や 
ビジネスを行う時代が到来 

時代の流れ 
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まず第一歩として， 
光学センサで地球を光学観測することで実現できる惑星科学観測を行う 

初号機S-CUBEのミッションとして 

宇宙からの流星光学観測を行う 

6 
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①天候や大気に影響されず定常的に観測可能 
②南北半球、広範囲で観測可能 
・流星塵の軌道や分布の理解 
・宇宙物質が地球にどれだけ供給されているのかを議論 
 
 

③流星紫外線を観測可能 
 ※S-CUBE独自ミッション 

宇宙から流星を観測するメリット 

20～30km 



流星紫外線を観測する意味 

そもそも流星紫外線の発光量がわかっていない 
 
紫外線領域に生命必須元素・有機物構成元素 
 の輝線が存在 



一例のみ、米軍事衛星による、しし座流星の紫外線が観測されている 

(Carbary et al., 2003) 

紫外線は 
可視光の5倍 
のエネルギー 可視光 

 流星の発光エネルギーの大部分は紫外線 
 

 ただし飽和しているため、紫外線の量はわかっていない 
  （姿勢線のエネルギーは可視光の5倍以上） 

・発光メカニズム、スケーリング則(サイズ・速度・発光量の関係)の再考 
・流星、火球検出における紫外線観測の有効性 
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レーザーによるプラズマ発光の分光実験(Radziemski et al., 2005) 

 ・可視光域：金属輝線の発光が支配的 
 ・紫外線域：金属輝線が少なく、生命必須元素（炭素、硫黄、リンなど)の 
         輝線が同定できる 

炭素 

炭素 

硫黄 

リン 

実は米軍事衛星の 
データで流星の炭素 
輝線だけは検出 

これら元素を流星から検出することは宇宙起源の有機物探査につながる 
流星の硫黄は未だ観測例無し 

(Carbary et al., 2003) 
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S-CUBEの搭載科学測器 
1. 紫外線センサ 
 ・紫外線のフォトン数を計数（超高感度） 
 ・3式搭載 
  ①広い波長範囲のバンド観測(200-300nm) → 紫外線の発光量を知る 
  ②マグネシウムイオンの輝線(280nm) → 紫外域で最も明るい金属輝線 
  ③硫黄の輝線(180nm) → 生命必須元素・有機物の探査につながる 
 

2. 可視カメラ 
 ・画角37.5º×27.7º 
 ・流星の明るさから流星塵のサイズを導出 → 流星塵サイズ頻度分布 
 ・短期間(～数秒間)の動画を撮り、流星かどうかの判別に用いる 
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S-CUBE外観 
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展開パドル 
太陽電池セルの面
積を増やし科学観
測分の電力を確保 
衛星姿勢安定後に 
展開 

センサカバー 
衛星姿勢が安定す
るまでは、紫外セ
ンサに太陽光が入
らないように遮蔽 

 
 

伸展マスト：衛星を地球に対して立たせた 
状態で安定させる(重力傾度による地球指向) 

長さ60cm 

重さ172g 

コマンド受信アンテナ 
ISSから放出後すぐに展開
地上からの指令を受信 
 
 

可視カメラ 
流星を撮像 

 
 
 

紫外線センサ 
流星紫外線 
を観測 

リアクションホイール 
3軸姿勢制御。 
次号機を見据え 
技術実証 
 

テレメトリ 
送信アンテナ 
データを地上 
に送信。周波 
数はS帯2.2GHz 
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展開前 
（衛星放出時） 

90cm 

60cm 
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S-CUBE仕様 
サイズ 3U: 30cm×10cm×10cm (4kg) 

軌道 地球周回円軌道 

衛星高度 400 km (ISSと同高度) 

衛星寿命 約1年 

C&DH 

以下の7つの制御デバイスを搭載 
・ミッション系制御ユニット FPGA×2 
・バス系制御ユニット FPGA×1, CPU×1 
・電力通信系ユニット FPGA×2 
・姿勢制御系 CPU×1 

姿勢決定 太陽センサ、磁気センサ、ジャイロ、リムカメラ 

姿勢制御系 

・磁気トルカによるデタンブリング制御 
・伸展マストによる重力傾斜安定 
・リアクションホイールによる3軸制御  

   ⇒次号機を見据え技術実証。惑星探査に必須 

電源系 Ni-MHバッテリ1並6直列、太陽電池セル36枚 (発電量7.76W) 

通信系 UHFコマンド400MHz帯, Sテレメトリ2GHz 
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地上局 

 大学所有の地上局で運用を行う（大学内で全て実施） 
  千葉工業大学局と東北大学局で運用を実施可能 
 アップリンク400MHz帯，ダウンリンク2GHz帯 
 電波障害解消のため高層ビル屋上にアンテナ移設 
 最大200kbpsでのデータ通信が可能 

千葉工大衛星運用室 

2mパラボラ＠千葉工大 
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メテオとS-CUBEは相補的な関係 

     可視分光観測 
・高解像度、高感度 
・鉄、マグネシウム、ナトリウムなど 
 主要金属元素の輝線を分光観測 
 
 

流星観測カメラ「メテオ」 流星観測衛星「S-CUBE」 
       紫外線観測 
・エネルギー量の大きい紫外域の 
 発光量を観測 
 →発光メカニズム、スケーリング則 
・有機物構成元素である硫黄の輝線を観測 
 ※可視観測も行うが中程度の解像度、感度 

流星 

窓の内側の
ため紫外線
は観測でき
ない 

地球 
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打上げに関して 

 

・JAXAの『「きぼう」からの超小型衛星放出機会提供(有償の仕組み）』に 
 応募 
 
 

・宇宙ステーション補給機「こうのとり」5号機(HTV5)に搭載され、 
 H-IIBロケット5号機(打上日時：2015年8月16日 22時01分頃)により 
 種子島宇宙センターから打ち上げられることが決定 
 

・宇宙ステーションに届けられた後、JAXAの小型衛星放出機構(J-SSOD） 
 により「きぼう」日本実験棟から放出され地球周回軌道に投入 
 

・S-CUBE放出ミッションは、JAXAの油井亀美也宇宙飛行士が実施される予定 



打上げから衛星放出までの流れ 

8月16日(予定) 
H-IIBロケット 

打上げ 
H-IIBロケット第2段 
からHTVが分離 

ISSに結合 

宇宙飛行士が衛星 
放出機構を設置 

ISSにランデブー 

衛星放出機構 
をISS内に移動 

衛星を地球周回軌道に投入 
（9月下旬予定） 写真はJAXAのHPから抜粋 

http://iss.jaxa.jp/library/photo/iss026e020932.php
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①放出後にコマンド受信 
 アンテナを自動展開 

衛星放出後のミッションシーケンス 

④地球指向安定させるために 
 マストをコマンド伸展 

⑤姿勢の安定を確認後，センサカバー付き 
 パドルをコマンド展開. 
 観測開始(10月下旬予定).  
 まずはオリオン座流星群を目指す 

③電力確保のために片側の 
 パドルをコマンド展開. 
 初期動作確認．ここでは 
 可視カメラ撮像試験, ホイ 
 ールの実証試験等を含む. 

②放出後、数十分～半日で 
 地上局が第一可視． 
 衛星と初めての通信． 
 健全性を確認． 
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まとめ 

・流星観測衛星S-CUBEがHTV5搭載され、H-IIBロケット5号機（打上日時：2015 
 年8月16日）により打ち上げられることが決定しました。 
 

・S-CUBEはHTV5により宇宙ステーションに届けられた後、宇宙ステーション「き 
 ぼう」日本実験棟から放出され地球周回軌道に投入されます。 
 

・S-CUBEの放出ミッションは、JAXAの油井亀美也宇宙飛行士が宇宙ステーション 
 滞在中に実施される予定 です。 
 

・S-CUBEは千葉工業大学惑星探査研究センターを実施責任機関として、惑星探査 
 研究センターと東北大学が共同で開発する大学独自のプロジェクトです。 
 

・S-CUBE」は世界初の「宇宙からの流星紫外線観測プロジェクト」です。 
 

・S-CUBEは日本初の3Uキューブサットです。 
 

・S-CUBEには搭載科学測器として可視カメラと紫外線センサを搭載。 
 

・衛星放出は9月下旬、観測開始は10月下旬を予定。 
 

・運用期間は1年程度を予定。 
 

・S-CUBEは二度の打上げ失敗に見舞われた流星観測カメラ「メテオ」の兄弟ミッ 
 ションです。 
 


