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要

約

人工衛星を構成する部品には，外装部品，電子部品，構造部品などがある．これらは少量生産であり，宇宙空間という特
殊な環境で使用されるため，部品の形状や製造方法は一般的な工業製品とは大きく異なっている．本稿では，人工衛星部品
の特徴を概説し，それらを製造するための代表的な加工方法について解説した．
キーワード: 人工衛星, 部品, 加工

1.

はじめに

を備えているが，その燃料が尽きて寿命を迎える場合が多

人工衛星は特定の目的のため宇宙で働く装置である．宇

い．静止衛星のように高高度（36,000km）の衛星は 10～15

宙空間という特殊な環境，要求される高度な性能，修理が

年程度の場合が多いが，低空を周回する衛星ほど燃料の消

困難など，一般的な工業製品とは異なる特徴をもっている．

費が早く，寿命が短い傾向がある（数年～5 年）
．低空では

このため，人工衛星を構成する部品も，独特な設計思想や

頻繁に地球の影になるために電気的にも厳しい条件となる

工法によって生産されている．先端材料の研究者の中には

うえ，種々の物質が存在して物理的・化学的環境も厳しい．

宇宙に関連したテーマをお持ちの方も多いと思われるが，

特に問題になるのが原子状酸素（AO：Atomic Oxygen）であ

実際の人工衛星やその部品を目にする機会は少ないのでは

る 1)．原子状酸素とは，酸素分子が紫外線で分解され（O2→

ないだろうか．そこで本稿では，人工衛星部品の種類，特

O＋O），酸素原子(O)の状態で大気に存在しているもので，

徴，製造方法などについて解説する．

高度 200～600km の範囲では大気の主成分となる（国際宇
宙ステーションは高度 400km）．AO は化学的に極めて攻撃

2.

人工衛星の全体像

的な性質を持ち，人工衛星に対し高速（秒速 7.4km）で衝突
するため，非常に厳しい環境となっている．

最初に，人工衛星の全体像について述べる．これまでに
打ち上げられた人工衛星は全世界で約 7000 機（うち約 2％

人工衛星の大きさはさまざまで，小さいものだとキュー

が日本製）
，その約半数が現在も周回中で，稼働中のものは

ブサットと呼ばれる 10cm 立方・1kg の衛星がある．大きな

1000 機程度と推測されている．

ものでは，宇宙ステーション補給機「こうのとり」が国産で
は最大級で，直径 4.4m で長さは 10m，自重 10.5 トンに 6 ト

人工衛星の設計寿命は数年～15 年程度である．人工衛星

ンの積荷を載せて運ぶことができる．明確な定義はないが，

は姿勢を制御するためにガスジェットを噴射するスラスタ

100kg 以下のものを超小型衛星，100～500kg を小型，500～
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1,500kg を中型，1,500kg 以上のものを大型衛星と呼ぶ場合
もある．大きさによって製作方法も若干異なるが，本稿で
は 500kg 以上の中型規模の人工衛星について述べることと
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する．小惑星探査機「はやぶさ」はおよそ 1.5m 立方・510kg
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3.1 外装部品

なので，これより大型のものと思って頂ければよいだろう．

テレビニュースなどで人工衛星が映し出されると，最初

ここで，非常に大雑把に重量単価を自動車，航空機と比

に目に付くのは，外側を覆っている金色のフィルムではな

較してみる．自動車は約 1 トンで価格は 100 万円程度であ

いだろうか．これは，サーマルブランケットと呼ばれる耐

る．計算すると 1kg=1000 円となる．大型旅客機は 100 トン

熱・断熱材であり，ポリイミドのフィルムにアルミニウム

で 100 億円程度であり，1kg=10 万円である．人工衛星は幅

を蒸着したものある

が広いが，1 トンで 100 億円程度とすると 1kg=1000 万円で

薄膜がポリイミドの褐色を透過しているためで，金めっき

ある．この計算だと人工衛星の重量単価は純金よりも高く，

をしているわけではない（黒いフィルムもある）
．通常，こ

大型旅客機の 100 倍，自動車の 1 万倍となっている．ここ

のフィルムは多層構造で，断熱性をより向上させるため，

で言いたいことは，人工衛星に課せられた目的がそれだけ

フィルムの間にポリエステル繊維でできたメッシュを挟ん

2)．金色に見えるのはアルミニウムの

難しく，目的達成のためには高価な素材や手間のかかる製

で糸で縫い合わせている．また，サーマルブランケットを

造方法を選択できる，ということである．

人工衛星の形に合うように加工するのは手作業で，ミシン

人工衛星を構成する装置を大別すると，ミッション機器

等を使って縫製される

3)．人工衛星にサーマルブランケッ

とバス機器に分類される．ミッション機器は，個々の人工

トを固定するのはマジックテープである（「マジックテープ」

衛星のミッション（目的）に合わせて設計製作された機器

は(株)クラレの登録商標）．宇宙空間では太陽の当たる面と

で，例えば，小惑星探査機「はやぶさ」では小惑星のサンプ

当たらない面で 200℃以上の温度差が生じるため，サーマ

ルを採取する機器であり，準天頂衛星「みちびき」では測位

ルブランケットで人工衛星を覆って温度環境を整える．

機器がこれに該当する．バス機器は，どの人工衛星にも必

人工衛星にとって熱の問題は重要で，内部で発生する熱

要な共通の装置で，構造系，電源系，推進系などに分類され

を逃がすのも「ファンを回して冷却」というわけにはいか

る．バス機器は衛星ごとに新規で設計される場合もあるが，

ない．冷却は OSR（Optical Solar Reflector）と呼ばれるガラ

品質安定や納期短縮，コストダウンの目的で共通化される

ス製の部品を衛星外壁に貼り付けた放熱面によって行う．

ことが多く，例えば日本の二大人工衛星メーカーの三菱電

OSR は外からの太陽光は反射し，内部からの熱を赤外線で

機株式会社（以下，三菱電機）では DS2000，日本電気株式

放射することによって冷却する．衛星各部で発生した熱を

会社（以下，NEC）では NEXTAR と呼ばれる標準衛星バス

等温化して放熱面に伝達するのはヒートパイプと呼ばれる

が開発・実用化されている 2)．

アルミニウム製の部品によって行われる．ヒートパイプの

人工衛星メーカーでは，発注者の要求仕様を満足するよ

内部には媒体としてアンモニアが封じ込められており，蒸

うに設計を行う．宇宙空間という特殊な環境で高度な機能

発と凝縮によって熱輸送を行う．近年は人工衛星が大型化

を発揮する必要があり，工夫を凝らした設計が行われる．

しており，格子状に組んだヒートパイプをアルミニウムの

設計は，推進系や光学系などのユニットごとに行われ，構

ハニカムサンドイッチパネル内に埋設する方法が採用され

成部品の設計に落とし込まれる．人工衛星 1 機の設計図は

ている．

数万枚，部品点数にすると数十万個に及ぶ．部品の設計図

3.2 電気・電子部品

が確定すると加工を行うことになるが，部品レベルになる

人工衛星は多くの電子機器の集合体であり，各機器の内

と中小企業を含めた部品メーカーが加工する場合もある．

部には基板上にはんだ付けされた半導体製品が満載されて

身の回りの工業製品を見て頂くと，ほとんどのものが「型」

いる．これらの電子機器は少量でかつ不良が許されないた

を使って部品を加工している．プラスチックであれば射出

め，はんだ付け作業は特別な資格をもった職人によって行

成形，金属であればプレス加工やダイカスト成形などであ

われる．一定以上の視力も必要である．組立作業にも細か

る．これらは量産に適した方法であるが，人工衛星部品は

い規程があり，1 本 1 本の電線の処理方法から，何本か束ね

少量のため，どちらかというと「型」を作るのと同じような

る場合の結束方法まで決められている．接着剤を使用する

方法で作られる．最新の機械と職人技で作る芸術品と言っ

場合，高温環境での硬化の促進や軟化，低温環境での脆化，

た趣である．典型的な少量多品種の製品であるため，中小

真空環境による脱ガスなどが起こるので注意を要する．特

企業が得意とする分野と言える．次章では部品ごとの特徴

に脱ガスは，接着剤以外の高分子材料でも発生し，自身の

について説明する．

特性を変化させるだけでなく，発生したアウトガスが周囲
の光学部品や電子デバイスなどに付着して悪影響を及ぼす．

3.

人工衛星部品

このため，材料のアウトガス特性を管理しており，影響の
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く，素材の大半は切粉になってしまう．近年では 5 軸マシ

小さい材料が採用される．

ニングセンタのように多軸の機械が幅広く利用されており，

人工衛星の内部の機器はケーブルで接続されるが，電線
を束にしたワイヤーハーネスが多用される．日常生活では

材料をいろいろな角度から加工することができるため，形

パソコンの内部などにワイヤーハーネスを見ることができ

状の自由度は高くなっている．

るが，人工衛星用のものはオーダーメイドの手作りで製造

放電加工は，電極から発生する火花で金属を溶融して加

されており，重要な部品のひとつである．ワイヤーハーネ

工する方法で，φ0.2mm 程度の金属ワイヤを電極線として

スなどのケーブル類は，人工衛星 1 機に数万本も使用され，

使用して金属材料を切断するのがワイヤカット放電加工で

全体の質量の約 10％にも及ぶ．

ある．簡単に言うと，電熱線で発泡スチロールを切るイメ
ージである．放電加工は加工速度が遅いため，一般的な部

3.3 構造部品（金属材料）
人工衛星の主構造の一例を模式的に図 1 に示す

品加工に使用されることは少ないが

3)．この

4)，高精度薄肉加工や

他に，中央部が円筒形をした構造などがある．主構造材料

少量加工に適しており，人工衛星部品の加工では頻繁に使

と しては， アルミ ニウムや炭 素繊維強 化プラ スチック

用される．

（CFRP）が使用され，ハニカムサンドイッチパネルが用い

打ち上げ前の人工衛星は地上では大気圧だが，打ち上げ

られることが多い．CFRP については後述する．

後 4 分ほどでフェアリングと呼ばれるカバーが分離して真
空中に露出する．このとき，部品の内部に残っている空気
が急激に膨張して部品が破裂することのないように，各部
品には通気穴が設けられている．通気穴の位置は，空気が
穏やかに抜けるように，空気の通り道まで考慮して決めら
れている．このような通気穴を加工する場合には，型彫放
電加工という方法が最適である．型彫放電加工は，電極を

図 1 人工衛星の主構造の例

作製して金属製品を溶融する方法で，斜め穴や壁の裏側な

3)

ど，切削では加工できないところでも高精度に加工できる．
主構造の中には，電源ユニットなど各種のユニットが格

人工衛星部品では機能が優先されるために加工にある程度

納されている．ユニットはシェル構造やフレーム構造をし

時間をかけることができ，放電加工が活躍する工業製品で

ており，それらの構造材料としてはアルミニウムを中心に

ある．

チタン，ステンレス等が使用される．例えば自動車では，最

1992 年に打ち上げられた地球資源衛星「ふよう 1 号」に

も好んで使用される構造材料は鉄である．主な理由は強度

おいて，摺動部で発生した摩耗片が無重力のため落下せず

の高さと価格の安さであろう．人工衛星では軽量性が重視

に浮遊し，軸受に混入してモーターが故障した事例があっ

されるため，アルミニウムが多用される．より強度が必要

た 5) ．このような不具合を回避するため，あらゆる金属部

な部品には，チタンやステンレスなどが使用される．

品は慎重に仕上加工が行われ，異物などを丁寧に除去する．

アルミニウムやチタンなどの金属部品は，棒材や板材（圧

必要に応じて顕微鏡を使用し，自作の仕上工具なども使用

延材）から旋盤加工や切削加工，放電加工などによって製

して手作業で行う．図 2 に作業風景の写真を示す．熟練工

作される．コンピュータ制御の NC 工作機械である NC 旋

による職人の技が人工衛星という最先端技術を支えている．

盤，マシニングセンタ，ワイヤカット放電加工機などが使
用されることが多いが，汎用工作機械も活躍する．自動車
部品を製作する場合には，数ヶ月かけて工法を決め，あと
は自動的な流れ作業となるが，人工衛星部品では数量が少
ないためにそのような作り方は適さない．多くの部品メー
カーは工程ごとに絶対にミスをしない，あるいはミスをし
てもリカバーできるような工夫をして部品を製作している．
NC 工作機械で部品を加工する場合， CAD データを入手
し，CAD/CAM で加工用の機械座標データを出力する．こ
れを機械に転送して，CAD データ通りになるように切削加
工する．人工衛星部品は軽量化のため薄肉構造の場合が多

図 2 仕上作業風景と自作工具（右上）
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傾向があるが，部品サイズが大きいほど鋳造が有利となる．

3.4 構造部品（複合材料）
アルミニウムと同様に構造材料として多用されるのが

内部欠陥は CT スキャンなどの非破壊検査である程度発見

CFRP である．剛性部材の場合には特に有用で，ハニカムコ

できるので，今後，実機への応用も広がるかも知れない．

アを使用したサンドイッチパネルとして利用される場合も

近年，AM（Additive Manufacturing）技術を金属に応用し

多い．CFRP は軽量かつ高剛性で，繊維の方向性を利用すれ

た，いわゆる金属 3D プリンタの進歩が目覚ましい．以前は

ばテーラリング性（強度が必要な場所や方向のみ強化する）

やや苦手としていたアルミニウムやチタンの造形品質も向

が発揮できる．人工衛星用途の場合にはプリプレグ（炭素

上し，人工衛星部品への応用が期待されている．現在の構

繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの）を積層してオー

造部品の多くは切削加工で作られているため，切削に適し

トクレーブ（内部を高温高圧にできる容器）で成形される

た形状になるように設計されている．金属 3D プリンタは

場合が多い．オートクレーブ成形は炭素繊維の含有率を高

造形の自由度が非常に高いが，造形しやすい形状は切削加

くかつ空洞欠陥を少なくできるが，大型装置が必要で高コ

工と大きく異なる．このため，現在の製品を金属 3D プリン

ストになりやすい．そこで最近では真空含浸成形（VaRTM

タで作っただけでは大きな効果は得られにくい．個々の部

＝バータム）法が注目されている．VaRTM 法は，繊維をフ

品を設計する際には，例えば固有振動数を解析してロケッ

ィルムで包んだ状態で内部を真空にし，樹脂を含浸・硬化

ト打ち上げ時の共振を防ぐ工夫がされている場合もあり

6)

させて FRP にする方法で，安価に大型の構造物を成形でき

形状の変更は容易ではないが，例えばトポロジー最適化

7)

る．中小企業にも参入しやすい工法と言える．

のように既存の概念に捕らわれないデザインの中に金属

成形された CFRP 積層板は切削や接着などの 2 次加工が

3D プリンタの能力を最大限に発揮させる形状が含まれて

行われる．CFRP は切削の難しい材料で，毛羽立ちや層間は

いる可能性がある．そのような形状の部品を製作すること

く離が発生しやすく，工具の摩耗も顕著である．加えて，切

ができれば，大幅な軽量化や高性能化，低コスト化が見込

削油が層間や繊維／樹脂界面に浸入し強度低下や寸法不良

めるため，今後の展開が期待されるところである．

の原因となるため，ドライ環境で加工することが多い．こ
れにより加工条件は一層とシビアになり，粉塵が発生して

4.

人体や機械に悪影響を与える．加工条件や粉塵対策は，各

おわりに
人工衛星部品の特徴と製造方法について概説した．やや

社が知恵を絞って改善を進めている．

ベールに包まれている感のある人工衛星をより身近に感じ

太陽電池パドルも CFRP 等で作られている．何枚かのパ

て頂ければ望外の喜びである．なお，本稿では人工衛星や

ネルにバネを付けて折りたたんだ状態にして爆発ボルト

部品の写真等を掲載しなかったので，以下のホームページ

（分離ボルト）で固定されている．宇宙空間で爆発ボルト

や成書 2, 3, 6)をご参照頂きたい．

を作動させ，バネの力で太陽電池パドルを開く．これは最

○ファン！ファン！JAXA！

も確実かつ軽量な方法であるが，発生衝撃が大きいので，

○三菱電機「人工衛星のひみつ」
，
「DSPACE」

低衝撃なものが開発されれば有用である．

http://fanfun.jaxa.jp/

http://www.mitsubishielectric.co.jp/society/space/himitsu

3.5 切削以外の製法による金属部品

○NEC「宇宙ソリューション」
，「宙への挑戦」

少量品の場合，板金加工は有力な工法であり，電気電子

http://jpn.nec.com/solution/space

機器のケース等として利用されている．板金加工では溶接
が多用される場合が多いが，人工衛星ではロケット打ち上
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