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講演要旨
衛星はロケットによる打上げ時の振動・衝撃・音響環境に耐えるだけでなく
、軌道上での熱真空環境、放射線環境に耐える高い信頼性が要求される。

地球観測衛星、通信衛星、測位衛星などの実利用を目指した衛星では、信頼
性要求はさらに厳しく、5～10年間に渡るミッション期間にわたり、運用の

継続を「保証」する必要がある。特に軌道上の放射線環境は極めて厳しく、
宇宙放射線によりメモリの「0」「1」が反転するシングルイベントアップセ

ットをゼロとすることは困難であり、これを許容するディペンダブルな回路
設計、ソフトウェア設計が必須となっている。

また、軌道上での修理ができないことから、偶発故障率の極めて低い宇宙用
高信頼性部品を使用しているが、それだけでは不十分であり、回路やコンポ
ーネント、サブシステムで故障が起こっても、それを許容し、運用を継続で
きるようにする様々な工夫を行っている。

本講演では、陸域観測技術衛星「だいち」や温室効果ガス観測衛星「いぶき
」で採用されている衛星システムのディペンダビリティに対する考え方を紹
介すると共に、放射線耐性向上、冗長系構成、寿命保証試験などについてそ
の実例を紹介する。併せて、ディペンダブルVLSIに対する衛星システムレベ

ルからの期待を述べる。
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略歴
宇宙航空研究開発機構(JAXA) 宇宙利用ミッション本部
事業推進部長
79: 東京大学航空学科修士卒
79: 宇宙開発事業団(現JAXA) 入社
79-82: システム計画部
82-88: 衛星技術開発室(ETS-VI, DRTS,

静止プラットフォーム概念設計)
88-91: 宇宙ステーション計画NASA駐在員
91-94: 研究開発本部企画担当
94-03: 陸域観測技術衛星「だいち」プロジェクト サブ
マネージャ
03-09: 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」プロジェ
クトマネージャ
09-: 現職
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技術試験衛星VI型(ETS-6)「きく6号」の概要

• 1990年代における高性能実用衛星開発に必要な、
大型三軸衛星バス技術の確立を図るとともに、高
度の衛星通信のための搭載機器の開発・実験をめ
ざして開発された。

• 我が国初の2トン級静止衛星, 設計寿命10年

• 1994/8/28打上げ

• 多くのコンポーネントを新規開発

• 8bit MPU (4k宇宙用CMOS-G/A,2μm)

• 16bit MPU (10k宇宙用CMOS-G/A,2μm) 

• リアルタイムOS(μITRON)
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陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）の概要
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ALOS主要諸元

質量 ： 約4,000kg
発生電力 ： 約7kW
設計寿命 ： 3年以上、5年目標
軌道 ： 太陽同期準回帰軌道
高度 ： 691.65km
軌道傾斜角 ： 98.16ﾟ
周期 ： 98.7分
回帰日数 ： 46日（サブサイクル2日）
降交点通過地方時 ： 午前10時30分±15分

打上げ日時 ：平成18年1月24日

データ中継衛星通信部（DRC）

・観測可能域：70~350km
・全球どこでも、5日以内に

観測可能（全天候観測）
・地殻変動
・洪水の冠水域把握
・森林伐採

PALSAR

・観測可能域：70km
・2.5ｍ解像度の高分解能

・３方向からの画像から
標高モデルを作成

・地図作製

PRISM

・観測可能域：70km
・全球どこでも3日以内に

観測可能(雲の無い場合)
・大規模災害の広域被害状況

把握（洪水、土砂崩れ、建

物倒壊）

AVNIR-2

高性能可視近赤外
放射計２型
（AVNIR-2）

ﾊﾟﾝｸﾛﾏﾁｯｸ
立体視ｾﾝｻ
（PRISM）

ﾌｪｰｽﾞﾄﾞｱﾚ
ｲ方式
Lﾊﾞﾝﾄﾞ合成
開口ﾚｰﾀﾞ
（PALSAR）

恒星センサ（STT）

GPSアンテナ太陽電池パドル
（PDL）

高性能可視近赤外
放射計２型
（AVNIR-2）

ﾊﾟﾝｸﾛﾏﾁｯｸ
立体視ｾﾝｻ
（PRISM）

ﾌｪｰｽﾞﾄﾞｱﾚｲ方式
Lﾊﾞﾝﾄﾞ合成開口
ﾚｰﾀﾞ
（PALSAR）

データ中継衛星通信部（DRC）恒星センサ（STT）

GPSアンテナ
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温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）の概要
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温室効果ガスの地上観測点は、285点
(2009年7月現在)と少なく、地域的にも

偏っている。
GOSATは、地球表面の 5万6千点の温

室効果ガスの濃度分布を、3日毎という

高頻度で測定することができる。
このデータは、各国の政府機関や科学

者に提供され、温暖化予測の精度向上
に貢献する。

GOSATの概要

雲・エアロソルセンサ地上観測点285点（2009年7月現在） GOSATの観測点(標準モード：5万6千点)

○寸法 翼端間13.7m
本体 3.7m（高）×1.8m（幅）×2.0m（奥行）

○質量 1750kg 
○電力 3.8kw 
○設計寿命 5年
○軌道 太陽同期準回帰軌道

（高度：666km、軌道傾斜角：98度）
○打上げ 平成21年1月23日

温室効果ガス観測センサ

GOSATの目的
GOSATは宇宙から温室効果ガスの

濃度分布を観測する人工衛星で、温室
効果ガス吸収排出状況の把握など、温
暖化防止への国際的な取り組みに貢献
することを目的としている。

衛星による温室効果ガス観測の特徴
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衛星プロジェクトの特徴

打上後に修理できない

実利用を目指す衛星では、5～10年以上の動作寿命の
「保証」が必要。2倍以上の地上寿命試験を実施。

打上時の振動・音響・衝撃環境に耐えること。

軌道上での無重力、高真空、放射線環境に耐えるこ
と。

一品ものの開発。

ミッション部分(センサなど)には技術的・科学的新規
要素が多く含まれ、リスクが高いのが普通。

総プロジェクトコストが大きい(200-500億円)。
開発期間が長期(5～10年)。
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宇宙用高信頼性部品

耐放射線性
太陽フレア、銀河宇宙線、バンアレン帯内
バルク損傷・電離損傷

結晶の損傷、電離正孔による永久故障
製造プロセスの変更による対策(宇宙用ゲートアレ
イ)

SEL(Single Event Latch up):
寄生素子の活性化による永久故障
製造プロセスの変更による対策(宇宙用ゲートアレ
イ)

SEU(Single Event Upset):
電化発生による一時的誤動作
パリティチェック、誤り訂正による対策
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冗長系
原則

すべてのコンポーネント、配線に冗長系を設ける。

単一点の故障が全体に影響しないようにする(Single Point Failureの排除)。
主系、冗長系の切替部分に特に注意が必要。

例外(冗長系の追加)
予測信頼度が要求を下回る場合。

特に信頼度を高くする必要がある場合。

姿勢制御系のコンピュータ、姿勢制御系のセンサ、アクチュエータ。

例外(冗長系の省略)
冗長系を設けることが困難な部分、信頼度が高く故障の可能性が極めて低
いと考えられる部分

大型アンテナ、センサの検知器、太陽電池パドル、コンポーネントの筐体

機能冗長
全く独立の設計による機器で、同一の機能に冗長を持たせる。

異なる姿勢センサの情報で、姿勢制御を行う。

テレメトリを別のルートで地上に伝送する。
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姿勢軌道制御系

姿勢センサ
恒星センサ 主系1+(冗長系1)
慣性基準装置 2+(1)
地球センサ 1+(1)
太陽センサ 1+(1)

姿勢軌道制御コンピュータ
姿勢制御コンピュータ1+(1),2+(1)等

姿勢アクチュエータ
リアクションホイール3+(1)
磁気トルカ1+(1)
ガスジェット1+(1)
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姿勢軌道制御系のディペンダビリティ

姿勢の喪失は、観測・通信等のミッション継続を不可能にするだけでなく、
電力と地上リンクの喪失に繋がり、短時間で衛星の生死を左右

このため、姿勢軌道制御系は高い耐故障性（Fault Tolerance）を装備
センサ、アクチュエータ異常に対してはフェイルトレラント（機能・性能（含、モード）維持）

いかなる単一故障に対しても少なくともフェイルセーフ（安全モード移行）確保

フェイルオペレーショナル（機能・モード維持）対応はプロジェクトによる異なる

耐故障性は、三つの側面（階層）で実現
サブシステムレベル（S/WによるFDIR）

計算機システム（H/WとS/W）レベル

ハードウェアレベル

サブシステム・ハードウェアレベルは、
メーカー・プロジェクトで考え方共通

宇宙科学・探査ミッションでは
ハードウェアレベルはミッション依存

計算機システムレベルには、
国内では2つのアプローチ

多数決冗長系と待機冗長系

EDACによるメモリエラー対策と
WDTによる暴走対策は共通

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑの故障耐性（FDIR）

・故障耐性の階層化

・自律的故障耐性（4skew wheel構成）

・AOCE+ACFSによる冗長管理

（姿勢、角運動量、ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ状態ﾓﾆﾀ）

計算機ｼｽﾃﾑ（AOCE+ACFS）の故障耐性

2
ﾛｰﾙﾊﾞｯｸ、時間差多数決

・EDACによるﾒﾓﾘｴﾗｰ対策

・ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾀｲﾏによる計算機暴走回避

・内部の冗長構成化、
故障検知、自動切替

ﾊｰﾄﾞｳｪｱによる故障耐性

・耐放射線、高信頼性部品の使用

・ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ内部冗長化、ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ冗長構成

）

4

・

）

・ CPU Duplex 運転、結果比較

・

・待機冗長系による
計算機異常時切替

or
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岩田隆敬氏提供

2011/3/5 11



姿勢制御計算機システムのディペンダビリティ

（時間差）多数決冗長系と待機冗長系の2つの系譜

メモリのエラー検出訂正（EDAC）、ウォッチドックタイマ（WDT）、ラッチ
アップパワーオフ等の低レベル耐故障性設計は共通

（時間差）多数決冗長系 待機冗長系

構成 ・CPU部は、同一設計の3ユニット搭載
（ETS-VIでは4）、2ユニットを並列運転

・I/F回路、データバスは2系統搭載、待機
冗長

・電源は2系統搭載、常用冗長（ノミナル）、
待機冗長、両方可

・CPU部、I/F回路、電源、各一系統からなる
単純な計算機システムを2系統搭載

・一系統の計算機システムは待機冗長

・2系統の計算機システムが別筐体に入って
いる場合と一筐体に同居する場合あり

構成

（ブロック図）

B
センサユニットA

B
アクチュエータユニットA

B
MEM 1553B ユニットA

2

DC/DC 
コンバータ1

2
CPUユニット1

3

MPU

一次電源

二次電源

システムバスA系

システムバスB系

AGE

1553B A系 B系

各センサA/B 各アクチュエータA/B

姿勢軌道制御電子回路 

（AOCE）

AOCE-B

インタフェース
部

セーフ
ティ回路

計算機部

MPU

電源部

故障検知
回路

メモリ回路

入出力回路

AOCE-A

インタフェース
部

セーフ
ティ回路

計算機部

MPU

電源部

故障検知
回路

メモリ回路

入出力回路

AOCE-B

インタフェース
部

セーフ
ティ回路

計算機部

MPU

電源部

故障検知
回路

メモリ回路

入出力回路

AOCE-B

インタフェース
部

セーフ
ティ回路

計算機部

MPU

電源部

故障検知
回路

メモリ回路

入出力回路

AOCE-A

インタフェース
部

セーフ
ティ回路

計算機部

MPU

電源部

故障検知
回路

メモリ回路

入出力回路

AOCE-A

インタフェース
部

セーフ
ティ回路

計算機部

MPU

電源部

故障検知
回路

メモリ回路

入出力回路
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姿勢制御計算機システムのディペンダビリティ

（時間差）多数決冗長系 待機冗長系

耐故障性運用
[S/W対応]

・2CPU部結果を常に比較、不一致の場合、次
サイクルで再計算。依然不一致なら3台目の
CPU部を立上げ、比較、異常CPU部を同定・
分離し、残る2CPU部で運転を継続

・I/F部、データバス部の異常に対し、待機冗
長系にポート毎に切替

・計算機システムとしては特になし

耐故障性運用
[H/W対応]

・WDTやラッチアップ等の計算機異常を検出し、
CPU部をOFF。ケースに応じて、そのCPU部再
立ち上げか、待機CPU部立ち上げを実施

・計算機異常（CPU部、電源、姿勢）、センサアクチュ
エータのS/W FDIR再構成不可、を検出すると、待
機系を立上げ移行。移行後は太陽捕捉か地球捕捉

ミッション運用 ・いずれの場合もモード・性能を維持し
たまま、ミッション継続

・捕捉モードに移行するため、ミッション継続
不可。復帰運用が必要

メリット ・機能・性能を維持したまま、ミッション
運用継続が可能

・H/W、S/Wが比較的単純、試験ケースが少
なく・開発期間が短い

デメリット ・H/W、S/Wが比較的複雑で、試験ケー
スが多く、開発期間が長くなる

・ミッション運用が中断。復帰運用に時間が
かかることが多い

筐体 一体化 一体化 主系冗長系別筐体

衛星例 [16ビッ
トMPUベース]

ETS-VI、ADEOS、ADEOS-II OICETS、MDS-1 JERS-1、COMETS、
DRTS

衛星例[64ビッ
トMPUベース]

ALOS、SELENE、GCOM-W1・C1 ETS-VIII、GOSAT、
QZS-1

岩田隆敬氏提供
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ディペンダブルVLSIへの期待

新の国産宇宙用MPUは64bit, 200MIPS, 0.18μm
。
高い放射線耐性を持ち、かつ高度にディペンダブル
で2GIPS級のVLSIの登場を期待。
宇宙用MPUの開発は民生用ディペンダブルVLSIの開
発と設計思想上の共通点が多い。
設計過誤対策が 大の問題、バグの撲滅は困難(機能
冗長が有効)。
実運用を忠実に再現した全系の長時間連続運転
(>1wk)がバグ発見に有効。
過去の設計資産を流用する場合は、極力変更しない(
改良は失敗の母)。”Better is the enemy of good” (Werner 
von Braun)

2011/3/5 14



参考文献

久保山智司、「宇宙機システム用マイクロプロセ
ッサにおけるディペンダビリティについて」、ディ
ペンダブルVLSIシステムワークショップ2008

伊藤健太郎、｢狩猟型プロジェクトマネージャの
哲学｣、生産性出版、2010

山根一眞、｢メタルカラー列伝 温暖化クライシス｣
小学館、2006

2011/3/5 15



2011/3/5
16

おわりおわり


