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DPFと試験マスモジュール 

試験マスモジュールの開発概要 
基幹コンポーーネントのの開開発発 

試験マスモジュールBBMの開発 

基幹コンポーーネント 
試験マス、、フフレレームム 

静電型センサーーアクチュュエーータ 

レーーザーーセンサーー 

クランプリリーースス 

荷電制御 

まとめと今後の開発計画 
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根幹技術の宇宙実証 
銀河系内観測 

重力波の検出  
　　(最小限のスペック) 
S/C間でのFP干渉計実証 

重力波天文学 

構
成 

小型衛星1機 
　短基線長FP共振器 1台 

S/C 3機 
干渉計 1台 

S/C 3機 
干渉計 3台 

 (3-4 ユニット) 

DECIGOのロードマップ 
Figure: S.Kawamura 

DICIGO Pathfinder 
(DPF) 

Pre-DECIGO 
DECIGO 

R&D 
Fabrication 

R&D 
Fabrication 

R&D 
Fabrication 
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DPF 衛星概略 

Stabilized Laser 

Interferometer 
    Module 

Thruster  
Control Unit 

Solar Paddle 

Interfererometer  
Control Unit 

Housing  
Control Unit 

Mission  
Thrusters 

Central  
Processing Unit 

Bus Thrusters 

衛星バス部（「標準バス」諸元） 
サイズ :  900mm立方 

重量 :  200kg 

SAP :  800W  

バッッテテリリーー:  50AH 

ダウンリンク :  2Mpbs 

データ容量:  2GByte 

3N スララスタタ :   x4 

3軸姿勢制御 

DPF ミッッションンペイイローード 
サイズ :  900mm立方 

重量 :  100kg 

電力 :  200W 

データレート:  600kbps 

ミッッションンスララスタタ :  x16 

電源 

SpW 通信  
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DPF干渉計構成 Stabilized Laser 

Interferometer 
    Module 

Solar Paddle 

Mission  
Thrusters 

Bus Thrusters 

干渉計モジュール 
サイズ :  300x300x800mm 

重量 :  20kg 

電力 : 3W 

試験マスモジュール 
サイズ :  200x200x300mm 

重量 :  5kg 

電力 : 1W 
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試験マスモジュールの機能と運用形態 
DPFの目的と干渉計 

重力波観測・重力波天文学学へのステップ 
FP干渉計 

地球物物理理・地球重力場観測（CHAMP, GRACE, GOCE..） 
レーザーセンサー 

DPF干渉計の運用モーード 
ドラッグフリーモード（重力波観測） 

制御信号を宇宙機へフィーードドバック 

加速度計モード（地球重力場観測・ DPF技術実証） 
制御信号を試験マスへフィーードドバック 

“モジューール”として開発 
独立でコンパクトな設計 

“プラグイン”的な利便性 
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試験マスモジュール基幹コンポーネント 
試験マス 

慣性空間でのリファレンス 
鏡（FP干渉計）・コーナーキューブ（LS） 

フレーム 

コンポーネントを保持するフレーム機能 
外乱の遮蔽機能 

静電センサー・アクチュエータ 

試験マスのローカルセンシング機能（ドラッグフリー制御） 
アクチュエート機能 

レーザーセンサー 

マイケルソン干渉計による高精度センシング（加速度計制御） 

試験マスロック 

試験マスの打ち上げ時保護機能（ローンチロック） 
試験マスの軌道上での精密位置決め・ソフトリリース機能（クランプリリース） 

電荷制御 
UV-LEDを用いた帯電電電電荷荷の中和 

米国Stanford大との共同研究を開始（2009.4~） 
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試験マスモジュール開発概要 
基幹コンポーネントの開発 

各コンポーネント単体で試作 
機能・性能試験を行う 
EM製作へフィードバックする 

ブレッドボードモデル（BBM）の開発 
FMに近い形状のモデルを試作 
動作・機能・環境試験等を行う 
詳細設計の後EMの製作へフィードバック 

体制 
BBM開発            ：若林（お茶大大）・大大渕（天文台ATC）・ 

　　　　　　               デザインショップ、マシンショップ（天文台ATC） 
静電型センサー   ：江尻（お茶大大）・上田（天文台） 
アクチュエータ   ：鈴木（お茶大大）・上田（天文台） 
レーザーセンサー：新谷（地震研） 

                                     正田・道村・坪野・麻生・穀山（東大大理理） 
試験マスロック   ：鳥居・上田・川村（天文台） 
荷電制御            ：Sun (Stanford SSGD) 

天文台
ATC 

お茶大 天文台
重力波 

東大 

地震研 東大理 

京大理 Stanford 
 SSGD 法政工 
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試験マスモジュールへの要求値 
DPF ミッション要求 (@0.1Hz) 

FP 干渉計感度 : 6x10-16 [m/rHz] 

加速度雑音 : 1x10-15 [N/rHz] 
レーザーセンサー感度 : 1x10-13 [m/rHz] 

試験マスモジュールコンポーネントの仕様 

干渉計環境 
温度安定度 : 1 [mK/rHz] 
真空度 : 10-6 [Pa] 
地場安定度 : 1x10-7 [T/rHz] 
地場勾配 : 3x10-6 [T/m] 

試験マスモジュール 
静電センンサーー感度 : 1x10-10 [m/rHz] 
静電アクチュュエーータ雑音 : 1x10-5 [N/rHz] 
静電アクチュュエーータレンンジジ : 100 [uN] 
宇宙機-試験マスカカッププリリンググ : 1x10-6 [1/s2] 

試験マスロック機構  
打ち上げ時加速度擾乱: 15 [G] 
リリーースス速度 : 数 [um/s]以下 

“DECIGOパススファインンダーー” 
ミッション提提案案書書 

Sep2008 (in japanese) 
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試験マス・フレーム（１） 
仕様（Preliminary） 

試験マス 
非磁性金属：70mm立方 
鏡：溶融石英＋誘電体多層膜コーティング 
コーナーキューブ付き 

フレーム 
アルミ：BBM 
モリブデン：FM（検検討討中中） 
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試験マス・フレーム（２） 
開発項目                                   →若林氏講演 

構造・熱設計、解析　　　　 
設計：天文台デザインショップ 
Inventor, NX-ideas, NX-Nastran 

BBM制作 
制作：天文台マシンショップ 
超精密研削加工：100um制度  
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静電センサー・アクチュエータ（１） 
仕様 

静電型 
センサー・アクチュエータ電極2x6枚 
インジェクション電極4 枚 

セラミック/サファイア基材＋金コーティング 
剛体全６自由度を検出・アクチュエート 

開発項目 
原理理検証実験 
性能評価（雑音・レンジ・力・感度） 
二段振り子＋電極 

1自由度の検証実験 
フォトセンサー＋マイケルソン干渉計変位センサー 
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静電センサー・アクチュエータ（２） 

動作・機能試験　　　　　→江尻氏講演 

アクチュエータ 
動作確確認認：：OK 
アクチュエート効率：10-7[N/V]@DC 

センサー 
動作確確認認：：OK 
センサー感度：30[V/m] 

今年度度開発予定 

BBMを用いた性能評価試験（レンジ・感度） 
詳細設計 

電極素材・・形状 
ドライバ回路・・読み出し回路系 

EM製作 
dVact1

dVact2

Vac Vout

TestMass

3
V

4
V

1
V

2
V
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レーザーセンサー（１） 
仕様 

マイケルソン型レーザー干渉計 
光源：ファイバーカップルDFBレーザー 
コーナーキューブを用いたオフセット光学学系 
小型モジュール化 
6モジュールを3面に配置：剛体全6自由度検出 

開発項目 

原理理検証実験 
性能評価（雑音・レンジ・力・感度） 

現状 
プロトタイプ試作 
機能試験 
制御実験 

今年度開発予定 
性能評価試験（雑音・レンジ・力・感度） 
詳細設計 
EM製作 
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レーザーセンサー（２） 
制御実験　　　　　　　　　　→正田氏講演 

並進１自由度＋回転１自由度 
センサー：LS 
アクチュエータ：コイルマグネット 
フォトセンサーを用いたロックアクイジション 
試験マス制御に成功EM製作 



甲南大 / 10 Sep. 2009 日本物理学会2009年年次大会 

試験マス固定機構 
仕様 

ローンチロック 
対衝撃加速度：15G 

クランプリリース 
解放初速：数um/s 

開発項目 
駆動機構の選定 

ローンチロック：流体モーター（検討中） 
クランプリリース：ピエゾモーター（選定中） 

クランプリリース動作試験 
解放初速の測定 
機種選定へ 

10 [msec]

30 [nm]

PS-dark

~  [nm]

~5 [nm]
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電荷制御 
仕様 

UV-LEDによる電荷生成 
バイアスを用いた双方向電荷輸送 
試験マスを電気的中性に保つ 

→GP-Bでの実績あり 

開発項目@Stanford 
新型LEDの開発 

宇宙機用試験 
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まとめ 
ブレッドボードモデル（BBM）開発 

構造・熱設計、解析 
BBM試作 

コンポーネント開発 

ローーカルルセンンサーー・アクチュエーータ 
原理検証実験 
性能評価実験 

レーザザーセセンササー 
原理検証実験 
性能評価実験 

試験験マスロッック機構 
駆動機機構構（（モモーータターー））の選定 
機能能評評価価・性性能能評評価価 

電荷制御 
UV-LEDを用いた荷荷電電中和 
米国Stanford大との共同研究を開開始 

今年度開発計計画 
各ココンンポポーーネネンントト性性能能評評価価試験験　→TRL4のククリリアア 
詳細設計のの策定定 
EMの製製作作  


