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Abstract

The 2-unit size cubesat RAIKO is the nanosatellite developed by Tohoku University and Wakayama University.
paper shows the mission and system specifications.

This

The satellite was released to space on October 4, 2012 from

International Space Station, which was the 419-km alt. circular orbit.

The techniques for 50-kg microsatellites by Tohoku

University are transferred to this satellite, so a lot of functions are included although the power and mass budgets are
strongly restricted.

The primary missions are the photo storage by different 3 optical sensors, the de-orbit mechanism

experiment by expandable thin films, and Ku-band downlink communication experiment.
finished by orbital decay on August 6, 2013.

The satellite operation was

The telemetry data were successful received in total 123 passes, in which

total 63 photo images were obtained and maximum 100 kbps (200 ksps) downlink was successful.
camera, gradually separating ISS could be confirmed.

Using color CMOS

From the analysis result of house-keeping data, the solar generation

power in sunshine was 3.38 W (no paddles) to 5.77 W (with paddles) in average, the temperature of onboard computer was
in the range of 20.8 to 28.7 degC, and the battery temperature is 4.2 degC in average.

The real flight data from the 10-

month operation will be precious information for future nanosatellite projects.
大学が開発する 50kg 級衛星 RISING-2 の開発技術を

１．背景
超小型衛星「RAIKO (雷鼓)」は和歌山大学と東北大

継承して 2010 年 10 月に開発を開始した．

学が共同で開発した, キューブサット衛星(2U サイ

RAIKO は国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟

ズ, 約 10 x 10 x 20cm)である(Fig.1)．東北大学/北海道

「きぼう」
を用いた小型衛星放出実験の最初の衛星と
なる．RAIKO は 3 ユニット分のキューブサットを格
納可能なポッドに収容され, ロボットアームで放出
方向を固定した後に, ポッドのフタを開くことで,
スプリングにより宇宙空間に放出された．2012 年 7
月 21 日に貨物として H-IIB(HTV)ロケットで ISS に
輸送され、10 月 4 日に高度 419km、軌道傾斜角 51.6
度の軌道へ投入された。2013 年 8 月 6 日の軌道離脱
をもって運用を終了した。
本論文では, RAIKO のミッション, システムの概
要を示すとともに、運用で得られた成果をまとめる。
(バスシステムの詳細および地上試験に関しては, 論
文[1]を参照)．

Fig.1

Appearance of RAIKO (left: flight configuration, right: open
solar paddles in space)
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２．ミッション概要

a)

b)

c)

d)

本衛星のミッションは, 50kg 級衛星に活用できる
新規技術(カメラ撮像, スターセンサ, 膜展開等)の事
前実証である．画像はいずれも 8bit/pixel で、588 x 441
pixels にトリミングする。
(1)

CCD 魚眼カメラ(WFC, Wide Field CCD sensor)に

よる地球撮像
(2)

※視野角 134x180deg (Fig.2a)

CMOS カメラ撮像(PCC, Panoramic Color Camera)

による ISS および地球撮像

…

ISS 衛星放出後 30

分以内に, 46 枚の撮像を実施 (Fig.2b)
(3)

CCD ス タ ー セ ン サ (HSS, High-sensitive Star

Sensor)の宇宙実証実験

…

オンボードでの姿勢決

定機能は有しないが, ダウンロードした撮影画像を
地上で画像解析し、姿勢決定を実施する．視野角
22.7deg (Fig.2c)
(4)

Fig.2

Mission components: a) WFC, b) PCC, c) HSS, d) DOM

膜展開機構(DOM, De-Orbit Mechanism)による軌
50kg 級衛星に搭載可能な大型膜展

用する．日照時の平均発電力はパドル収納時で 3.19W,

開機構の事前実証。50cm×50cm のアルミ蒸着ポリイ

展開時で 4.70W である．消費電力はデフォルトのス

ミドフィルムを展開することで, 大気抵抗力が 5.6 倍

タンバイモードで 0.71W である．このとき, コマン

に増加する．高度 300km 到達時に実施する (Fig.2d)．

ド操作(U 帯, S 帯)とビーコン電波が有効である．テ

(5)

レメトリ回線を有効にするには, 4.56W の通信モード

道降下実験 …

Ku 帯送信機(13GHz)の宇宙実証

…

新規開発

を一時的に有効にする．

した 100mW 出力の Ku 帯データ送信機および 1mW

Fig.3 にシステム関連図を示す．搭載する基板と消

出力の Ku 帯ビーコン送信機の宇宙実証を実施する。
高マイクロ波帯は高い通信量を実現できること, 周

費電力は、S 帯受信機(SRX, 668mW), Ku 帯ビーコン

波数が利用しやすいこと, 電離層の影響を嫌う理学

送信機 (KuBTX, 338mW, 2Hz モー ド ), U 帯受信機

観測実験に利用できることなど, 利点が多い．一方で、

(URX*), S 帯 送 信 機 (STX, 1673mW), Ku 帯 送 信 機

高い指向能力を持つ地上アンテナが必要となる。

(KuTX, 4940mW), 電力制御基板(PCU*), アナログ計

受信電波のドップラ周波数は軌道決定に活用する．

測基板(ANA), データ処理基板(MPU, 2182mW), 太陽

大気抵抗が強く軌道が変化しやすい低高度衛星に対

電池セル(SCP), バッテリ(BAT), 太陽センサ(SAS),

して、独自の軌道決定手法を持つことは重要である。

磁 気 セ ン サ (GAS, 187mW), 磁 気 ト ル カ (MTQ,

また、口径 60cm 以下の小型パラボラアンテナによる

137mW/本), カラーCMOS カメラ(PCC, 346mW), カ

受信実験を実施する。

ラーCCD カメラ(WFC, 494mW), スターセンサ(HSS,
557mW), GPS 受信機(GPS-R, 812mW), 膜展開機構
(DOM, 2384mW)である。*PCU+URX = 374mW

３．システム概要
RAIKO のシステム特性一覧を表 1 に示す．質量は

RAIKO は 2U の空間を 5 つのサブスペースに区切

搭載条件 2.66kg 未満である 2.603kg である。軌道寿

って構成する(BUS-1/2, M-1/2/3)(Fig.4)．安定動作を実

命を長くするために, 可能な限り最大限の質量にし

現するために、電力制御基板(PCU)とデータ処理基板

た。軌道投入は高度 419km(実績値)で実施された。

(MPU)にそれぞれフラッシュ型の FPGA を搭載する。

姿勢センサは太陽センサと磁気センサを搭載し、

コマンド動作は MPU が実行するが、PCU には地上コ

磁気トルカ (空芯タイプ 3 軸, 0.003Am2, 0.009Am2,

マンドによる MPU および周辺基板のリブート機能

0.005Am ) を用いたデスパン制御が可能である。また

を搭載する。

GPS 受信機を搭載する。

地上システム概要
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太陽電池セルは ZTJ Photovoltaic Cell を採用し, 2 直

RAIKO は①U 帯コマンド, ②S 帯コマンド, ③S 帯

列(4.82V, 438mA/1 並列)で使用する。10x10cm のパド

テ レ メ ト リ (100mW 出 力 ), ④ Ku 帯 テ レ メ ト リ

ルを 2 枚備え, 展開前はセル面が 6 並列, 展開後は 10

(100mW 出 力 ), お よ び⑤ Ku 帯 微小 電 力ビ ー コン

並列になる．バッテリには市販の NiMH 蓄電池を使

(1mW 出力)の合計 5 系統の回線を有する．④を除い
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Table 1
Size

System Specifications

SANT

UANT

KuBANT

SANT

KuANT

SRX

URX

KuBTX

STX

KuTX

W 100 x D 100 x H 227 mm (structure)
W 113 x D 113 x H 227 mm (envelope)

Weight

2.603 kg (< 2.66 kg)

Orbit

circle, 51.6-deg inclination

MTQ-X,Y,Z

DOM
PCC

PCU

ANA

MPU

WFC

419 km (at separation), 300 km (end of life)
Life

about 10 months

BAT

SCP

GAS

Attitude
sensors

sun sensors, magnetometers, GPS receiver

BUS-1

M-1/2/3

actuators

3-axis magnetic coils

BUS-2

ANT

Power
solar cells

GPS-R

HSS

GPS-ANT

FPGA

ZTJ Photovoltaic Cell (>29.5% efficienty)

Fig.3

2 series x 6 parallels (no paddle open)

System relation diagram

2 series x 10 parallels (paddle opened)
batteries

8-cell NiMH (total 750mAH, 9.6V)

power
generation

3.19 W (avg. in sunshine, no paddle open)

power
comsumption

4.90 W (communication mode)

BUS-2
(MPU, etc.)

WFC

4.70 W (avg. in sunshine, paddle opened)

M-3
(DOM)

PCC

M-1

1.05 W (standby mode)

Communication
uplink

release
direction

S-band, 2GHz approx., 1kbps
U-band, 400MHz approx., 1200bps

downlink

BUS-1
(PCU, etc.)

S-band, 2285MHz, 0.1W
9600bps to 100kbps

HSS

Ku-band, 13275 MHz, 0.1W,
9600bps to 500kbps

Fig.4

M-2

BUS-1/2: 100x100x25 mm approx.
M-1/2/3: 100x100x50 mm approx.

Sub components arrangement

Ku-band, 13275 MHz, 1mW, 2-Hz beacon
ground station

Tohoku Univ., Kagoshima Univ.,
Fukui Univ. of Tech.

て, アンテナを対となる 2 面に配置する．衛星分離後
のデフォルト状態では①が常時電源 ON で、②は省
電力のため 5 分 ON, 5 分 OFF を繰り返す．それ以外
の送信機は地上からのコマンドで On/Off する。コマ
ンド回線は 1200bps(U 帯)または 1kbps(S 帯)の FSK,
テレメトリ回線は 9600～100kbps(Ku 帯は～500kbps)
の BPSK 変調で, コマンドでテレメトリ回線速度を
変更可能である．
国内観測では, 送受信可能な東北大局(2.4m 口径),

Fig.5

Ground System

鹿児島大局(1.4m 口径), 受信のみの福井工大局(10m
口径)の 3 局体制で観測を実施する(Fig.5)．
1 日に 1 回または 2 回、鹿児島大学から S 帯コマン

MPU 機能

ド信号を衛星に送り、主局の東北大局および協力局

MPU は書き換え型の FPGA で、CPU は搭載しない。

の福井工大局でデータ受信を行う。東北大局に対し

FPGA でロジック回路を形成することにより、さまざ

て、鹿児島大局は 1100km 南西、福井工大局は 400km

まな並列処理を再現性高く安定して実行することが

南西に位置する。

可能になる。クロックは 40MHz, SRAM 2MB, Flash

RAIKO は 2Hz でオンオフを繰り返す 1mW のビー

ROM 12MB を搭載する。主な機能は、コマンド実行、

コン信号を送信している。鹿児島大学では口径 1.4m

テレメトリデータ生成、PCU への電源オン・オフ命

に加え、口径 45cm の Ku 帯受信アンテナでビーコン

令、PCU からの電圧・電流・温度データの受信、計測

信号を観測している。スペアナ等で計測し、時刻と周

データのメモリ記録/再生、磁気トルカ制御、時刻指

波数を記録することにより、大気擾乱推定および軌

定コマンドの実行、HK データの自動記録。

道決定を実施する。

動作モードは初期動作モード(分離後 30 分間の自
3

動シーケンス)と、定常動作モードの 2 種である。初
Bus Power & Solar Power (RAIKO)

期動作モードでは、ISS 分離後、30 秒間隔でカメラ撮

SIM

像とメモリ保存を繰り返し、30 分間に合計 46 枚撮像

Bus P.

5
Power (W)

する。その後、パドル展開を実行し、初期動作モード
を解除して、スリープ状態に入る。
PCU 側は MPU からの命令に従って、5 分オフにす

MIN 0.71,
MAX 4.56 W

るスリープ機能を搭載する。MPU は 30 秒以内にコ
マンドがなければスリープコマンドを PCU に送るた

time after start of eclipse (min)

0
0

め、定常動作モードでは 5 分オフ・30 秒オンを繰り

10

20

BAT-SOC (%)

スリープを解除するには、地上からリブートコマ
ンドを送信し、MPU 以下の電源を強制オンにする。

30

90

すると、起動時間を 12 分延長できる。送信機は独立

75

70

80

90 100

circle orbit
51.6-deg incl.
300-km alt.
2.0-deg/s spin

SIM
time after start of eclipse (min)

0

10

20

30

eclipse (0 - 36.3 min)
MODE-S/B
(0 - 59min)

で自動停止する。
Fig.6

このようなスリープ機能・自動停止機能が確実に動

60

MIN = 92.6 %
(DOD 7.4 %)

85
80

キューブサットでは発電電力に余裕がないため、

50

95

そして 30 秒以内にコマンド(送信機オンなど)を送信
して自動オフタイマを備えており、6 分または 12 分

40

Battery State of Charge (RAIKO)

100

返す省電力動作になる。

circle orbit
51.6-deg incl.
300-km alt.
2.0-deg/s spin

Solar P.
MAX 4.93 W

40

50

60

70

80

90 100

sunshine (36.3 - 90.5 min)

MODE-COMM
(59-67min)

MODE-S/B
(67-90.5min)

Power control simulation:

a) solar power and consuming power,

作することが重要である。

b) battery state of charge

発電電力(Solar P.)と消費電力(Bus P.)の 1 周回にお
けるシミュレーション履歴を Fig.6 に示す。①の領域
は非可視時間帯で、MPU 部が 30 秒オン・5 分オフを
繰り返している。②の領域は地上から MPU および送
信機の電源を投入した状態で、この例では 8 分で電
源オフしている。電源オフ後は、再び省電力動作を開
始する。
４．運用成果
軌道放出日である 2012/10/04 は地上系のトラブル
によりコマンドを送信することができなかったが、2
日後の 2012/10/06 にコマンド送信に成功、RAIKO か
らのテレメトリデータを初受信した。その後、
2013/08/06 の運用終了まで、123 回のデータ受信に成
功し、63 枚の画像受信に成功した。Fig.7 に画像デー
タの一例を示す。
カラーCMOS カメラはオートゲイン・オート露出
機能を備えており、背景が暗い状況では明るいもの
が白光りする。ISS が写り込んだ写真が数枚あり、次

Fig.7

第に離れていく様子を確認できる。

Photos by RAIKO

らコマンド不通のため実行できなかった。

軌道離脱前の約 20 日間はコマンド回線が成立せず

HK データの解析

に、最後のコマンド実行日は 2013/07/15 となった。
この期間中、Ku 帯ビーコンは連日観測できていたの

分離後の最初の観測である 06OCT2012 から、軌道

で、衛星の電源状態は正常で、軌道追跡も問題がない

離脱までのデータを統計した結果をまとめる。

と推測される。衛星の姿勢回転が早く、回線が切れや

RAIKO は、可視時間のみデータ計測を実施している。

すかったことが疑われる。高度 300km を下回ってか

(1) 発電電力
各観測パス(8 分程度)ごとに、上下 5%のデータを

ら実行する予定だった膜展開イベントは、残念なが
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a1)

系列グラフでまとめたものを示す。横軸を観測時の
ローカル時刻(4AM - 4AM)とすることで、概略的に 4
時～19 時は日照時間、19 時～4 時は日陰時間とみな
すことができる (軌道は 1 周回 90.5 分, 日陰 36.3 分,

AVG of
each pass

6
4
2
Solar P.
0
4am
4
8 12pm
12 16 8pm
20 24 4am
28
localtime (JST)

日照 54.2 分)。厳密には日照開始時刻は前後するが、
統計の結果、日照時の平均発生電力はパドル非展
開時で 3.38W、パドル展開後は 5.77W である (ただ
し、1W 未満の半日照は除外)。パドル内側に搭載した
太陽センサの計測値でパドルの展開を検出出来るが、
2013/06/13 以降は有効な数値を示しているが、初期の
平均値は光を検出していない。また、初期はパドル非

10.5

Battery V.
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0

展開時のシミュレーション値(日照時平均 3.14W)に

MIN of
each pass

4am
4
8 12pm
12 16 8pm
20 24 4am
28
localtime (JST)

c1)

近いことから、初期はパドル展開が成功していない
と推測できる。

40

temperature (degC)

いないことを確認できる。
(2) バッテリ放電電圧(日陰時)
日陰時の計測値のみを抽出し、各パスで上下 5%の

4
2
Solar P.

AVG of
each pass

0
2

4
6
8
lifetime (month)

10

10.5
Battery V.

10.0
9.5
9.0
8.5

MIN of
each pass

8.0
0

50
MPU T.

20
10
0

放電電圧の公称値は常温で 9.6V であり、放電限界は
Fig.8

8.0V である。

AVG
MPU = 20.8 - 28.7 degC
BAT = 4.2 degC

30

-10

データを削除して最小値をグラフ化した。バッテリ

6

2
4
6
8
lifetime (month)

10

c2)
50

また、時系列グラフから、発電量には劣化が生じて

solar paddle open

b2)

battery discharge voltage (V)

このグラフ表示は運用時の異常検知に効果的である。 b1)

AVG in sunshine
3.38 W (solar paddle close)
5.77 W (solar paddle open)

0

battery discharge voltage (V)

ローカル時刻で統計したものと、衛星放出からの時

8

AVG in sunshine
3.38 W (solar paddle close)
5.77 W (solar paddle open)

solar power generation (W)

solar power generation (W)

に、平均値を抽出した。全観測パスの結果について、

a2)
8

Battery T.
4am
4
8 12pm
12 16 8pm
20 24 4am
28
localtime (JST)

Flight Data Analysis:

temperature (degC)

削除 (ノイズや誤りデータを削除するため)したのち

AVG
MPU = 20.8 - 28.7 degC
BAT = 4.2 degC

40

MPU T.

30
20
10
0
Battery T.

-10
0

2
4
6
8
lifetime (month)

10

a1) solar generation power per round

and in lifetime, b) battery discharge voltage per round and in lifetime,

ローカル時刻のグラフでは、日陰開始後から時間

c) temperature per round and in lifetime

が進むにつれて、放電電圧が低下する傾向が確認で
きる。時系列グラフでは、バッテリ温度の変化、およ

傾向を確認できる。時系列グラフでは、軌道面に対す

び観測時間帯の違いによる影響で、電圧の上昇また

る太陽入射角が変化するため、バッテリ温度が著し

は下降が確認できる。残量が同じでも温度が低いと

く上昇または下降する時期が確認できる。

電圧は下がる特性を持つ。

軌道履歴・軌道予測

バッテリは劣化が進むと同残量・同温度における

高度 400km 程度で軌道投入する衛星にとって、軌

放電電圧が低下する傾向があるが、運用結果からは

道高度の変化を管理することは運用計画および後続

確認できない。(放電深度 7.4%で運用)

機の計画にとって重要である。

(3)

バッテリ・MPU 温度

2013/08/06 の軌道離脱までに United States Strategic

RAIKO の温度センサは、バッテリ部と MPU(OBC)

Command (USSTRATCOM) が公開した 354 の TLE レ

部の 2 か所に搭載している。各パスで上下 5%のデー

コードを元に、軌道履歴を算出する。また、独自の軌

タを削除して、バッテリは平均値を、MPU は最小値

道生成プログラムを用いて、決定軌道との差分が小

をグラフ化した。

さい抵抗係数 Cd を決定する。

観測パス開始時に MPU の電源を投入するため、単

計算には 6 次の重力ポテンシャル, 月・太陽重力,

パスの中で MPU は温度が単調に増加する。全期間で

空気抵抗を適用し、逐次積分を行う。空気抵抗モデル

各パスの最小値を平均化すると、20.8℃になる (最大

には、衛星表面積 (外形 100 x 100 x 227 mm) を 4 で

値の平均は 28.7℃)。一方でバッテリ温度は全期間の

除した値として、A = 0.0277m^2 および m = 2.603 kg

平均値が 4.2℃である。

を適用する (パドル非展開時)。衛星表面積を 4 で割

ローカル時刻のグラフでは、日照が終了する 20 時

る理由は、球体の表面積 4πr2 と断面積πr2 の関係

ごろにピークになり、そこから徐々に減少していく

に由来する。計算結果より、軌道離脱までの日数が最
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も近い抵抗係数は 2.37 (軌道離脱推定日 2013/8/6

Orbital altitude of RAIKO
450

15:47 UTC)であることを確認した。解析結果を Fig.9

determined orbit

に示す。
altitude at equator (km)

400

５．不具合と事前の回避策
観測結果から、軌道投入の 30 分後に自動展開する
はずだった太陽電池パドルとスプリング式 UHF アン
テナが展開していないことが確認された。これによ
って、UHF コマンド通信が実施できず、発電量の制

separation at 419km alt.
(04OCT2012 14:37:35 UTC)

350
300

300km
at 9.30 month
(14JUL2013)

250
determined orbit
Num. of TLE records = 354
(09OCT2012 - 06AUG2013)
model = SGP8

200

約から、S コマンド受信機を 5 分オン・5 分オフの省

decay
at 10.04 month
(06AUG2013)

150

電力モードで動作させる運用を継続している。
太陽電池パドルは爪状のステンレスでパネルが開

100
0

く力を抑制する方式であり、内側からアンテナのバ
ネ力が作用していることで、パネルが微小変形し、摩

2

Fig. 9.

擦が大きくてロックが解除されていないと推測して

4
6
8
lifetime (month)

10

12

Orbital altitude of RAIKO

いる。アンテナバネの影響を注視して、試作を繰り返
して展開実験を十分に行っていれば、トラブルを避
けることができたと予想する。機構の展開トリガを 1
か所に集約することが良いと考えていたが、結果的
には不自由な機構設計を強いられる結果となった。
この展開機構は宇宙での実績品ではないため、パ
ドルとアンテナが展開しない不具合は想定内で、致
命的な事態には至っていない。S 帯コマンドアンテナ
と受信機を冗長として搭載し、パドルが開かなくて
Fig.10

も省電力モードで 1 日あたり約 40 分の通信が可能で

Paddle latch and inside antenna

ある。
月である。

コマンドが通りづらい事態も想定して、マクロコ
マンドを充実させた。例えばカメラ電源オン→撮像

本衛星は ISS へ貨物として輸送されるため、要求

→電源オフ→ダウンロード開始といった一連の動作

される試験は 4Grms のランダム振動試験のみ(EM と
FM で各 1 日)である。
これにベーキング(49℃, 1e-4Torr,

を 1 つのコマンドで実行できる。電力面でも、カメラ
等の電源を確実にオフにできるため、電力浪費の不

72 時間)と熱真空試験(-5℃～+50℃, 1e-4Torr, 4 日間 5

安がない。

サイクル)を加えて、のべ 9 日間で環境試験は完了し
た。また衛星が小型であるため、大学内の恒温槽およ

地上系についても、最初から複数局によるネット

び真空容器で熱真空試験が実現できた点も労力の低

ワーク体制を準備してきたことが貢献している。各

減化につながっている。

局のソフトウェアおよび計測データはクラウドスト
レージで共有されており、即時のデータ確認および

また本衛星は、
東北大における 3 号機衛星であり、

アップデートが可能である。RAIKO の共同運用で得

50kg 級の過去 2 機の開発資産が活かされている。通
信基板はコンセプトを変えずに小型化に注力した。

られた知見は、将来の衛星開発においても再利用で

また試験手順書、FPGA 搭載コード、地上局運用ソフ

きる貴重な経験である。

トを継承し、1 から起草する場合と比較して 20%の労
力で完成した。

６．開発体制
RAIKO は 1 名の大学教員、3 名の大学院学生(構造

７．結論

系、電気系、試験補助)のチームで開発した。電力制
御回路と通信基板はメーカに依頼し、それ以外のデ

本論文では, 2012 年 10 月から運用を開始した 2U

ータ処理系、撮像系の電子回路および搭載コードは

サイズキューブサット RAIKO のミッションおよびシ
ステム仕様を示し、運用成果、不具合考察、開発体制

大学側で開発している。発案から完成まで所要 21 カ

について述べた。電力面での制約がありつつも、画像
6

取得およびステータス取得に成功している。不具合
検証も含め、将来の超小型衛星の開発に貢献できる
貴重な成果が得られたと考えている。
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