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１ 本文書の目的 

【例】 

本文書は科学衛星○○計画におけるミッション要求ならびにシステム要求を定義するも

のである。システム要求は，ミッション要求から導かれるものであり，両者は明確に分け

る必要がある．しかし，世界の最先端の（すなわち誰もやったことのない）ミッション達

成をめざす本プロジェクトにおいては，ミッション要求は観測装置の実現性（システム要

求）に強く制約されるので，両者を別文書で管理すると不必要な手間が必要となるところ

がある．このことを考慮し，これまでの科学衛星の方式にならって，両者を一つの文書で

管理する． 

システム要求における，システムとは，衛星システムだけでなく，地上系，必要応じて

打ち上げ管制系，打ち上げロケットも含む総合的なシステムを意味する．衛星システムは，

観測システムと衛星バス系システムに分けることができる． 

衛星システムに対するシステム要求は，観測装置に対する要求と衛星バス系に対する要

求を分けて記述した． 

 

２ 適用範囲 

本ミッションの対象とする範囲（衛星開発、地上系開発、運用等）を明確に定義する。 

【例】 

本プロジェクトは，衛星システム及び地上システムの開発、打上げ、運用含む．本文書は

これらを適応範囲とする。 

 

３ 関連文書 

３．１ 準拠文書 

３．２ 適用文書 

３．３ 参考文書 

＊＊＊衛星計画提案書（理／工学委員会提出） 

ミッション要求ガイドライン（BDB-09009） 

システム要求書・仕様書作成ガイドライン（BDB-10002） 

 

４ ミッションの意義と目的 

４．１ 意義 

ミッションがめざす大目的を，当該科学分野の中で位置づけを含めて記述する．  

【例】 

科学衛星○○が目指す科学的意義は以下のとおりである。 

宇宙の大規模構造と、その進化の解明 

宇宙の極限状態の理解 

［凡例］   網      ： その章に何を書くかについての説明 

    【例】 斜字  ： 他のプロジェクトの例などの例文 
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（省略） 

 

４．２ 目的 

4.1 に記述した意義を達成するために，プロジェクトが何をするのかを具体的に記

述する． 

 

【例】 

「宇宙の大規模構造と、その進化の解明のため」 

銀河団という宇宙最大の天体における熱、銀河団物質の運動エネルギー、非熱エネ

ルギーの全体像を明らかにし、ダイナミックな銀河団の成長を直接観測する。 

厚い周辺物質に隠された遠方（過去）の巨大ブラックホールを「すざく」の約 100

倍の感度で観測し、その進化と銀河形成に果たす役割を解明する。 

「宇宙の極限状態の理解」のため、 

ブラックホールの極近傍の物質の運動を測定することで重力のゆがみを把握し、相

対論的時空の構造を明らかにする。 

（省略） 

 

５ 経緯 

 

５．１ ミッション選定までの経緯 

理工学委員会のワーキンググループ設置から，理工学委員会へのミッション提案および

その評価などを記述する。 

 

【例】 

○○年○月、宇宙理学委員会に○○ワーキングループとして，本ミッションを検討する

ワーキンググループが設置された．ワーキンググループは国内外の研究者と協力しなが

ら，プリフェーズ Aに相当する開発と検討を行った．○○年○月宇宙研からのミッショ

ン提案の公募に対して，提案書を提出した．理学委員会およびその下に設置された評価

小委員会が、審査を行った．その結果、○○年○月、第○会理学委員会において科学衛

星○○を選定する過程でプリフェーズ A が終了したという評価結果が出された。なお、

理学委員会による評価は，ミッション要求審査とシステム要求審査を含むと定義されて

いる．  

 

５．２ 宇宙科学プログラムにおける位置付け 

当該分野の長期的な研究計画の中での位置づけ，宇宙開発委員会の長期計画，JAXA のミ

ッションロードマップのプログラム的位置付け等を記述する。 

［凡例］   網      ： その章に何を書くかについての説明 

    【例】 斜字  ： 他のプロジェクトの例などの例文 
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【例】 

宇宙基本計画における位置付けは以下のとおり。 

（省略） 

 

（省略） 

 

６ ミッション要求 

ミッションとして真に何を求めるかを記述する。本質的な要求とそれを実現するための手

段を切り分け、実現性のある本質的な要求のみを定義する。 

基本的な要求の中には，観測装置の性能要求が含まれる．これは，それを実現するハード

ウエアーの要求ではないことに注意すること．例えば， 

エネルギー分解能 半値幅○○以下 はミッション要求 

エネルギー分解能を達成するため○○検出器を用いて温度を○Kに冷却 はシステム要求 

○○個の天体を観測する はミッション要求 

そのために，○年の観測時間が必要 はシステム要求 

 

ここで，必ず満たさなければならない要求と，開発において念頭におく目標（しばしばゴ

ールと呼ばれる）の二つが明確に区別しなければならない．ミッション要求の中にゴール

の数値も書くことを推奨する．ミッション・システム要求書におけるゴールの取り扱いは，

その項目の性質に応じて異なる．すなわち，(1) システム定義によって実現できる数値が

決まってしまう項目（たとえば，望遠鏡の直径で決まる感度要求），(2) システム定義では

決まらないが，EM や FM を実際に製作することで明確になる項目（たとえば，検出器のエネ

ルギー分解能），(3) 設計や EM 品による実証で要求を満たすことを保証するが，軌道上で

それ以上の数値を達成で射る可能性がある項目（たとえば，冷却システムの軌道寿命）に

分けることができ，(3)はエクストラ成功基準にいれることができるであろう． 

 

 

【例】 

4.2 項で述べた目的を達成するために、科学衛星○○では、天体からの 0.3 キロ電子ボル

トから 80 キロ電子ボルトまでの X線を撮像・分光観測する．空間分解能，エネルギー分解

能、有効面積，視野の広さ等ついて，二つのエネルギー帯に分けて以下を要求する 

0.3 キロ電子ボルトから 10 キロ電子ボルト 

 空間分解能：Half Power Diameter (HPD) ○分角以下 

 エネルギー分解能：半値幅(FWHM) ○ 電子ボルト以下 

 有効面積：1キロ電子ボルトと 6キロ電子ボルトの２点で定義する 

  1 キロ電子ボルト：○○cm2以上 

［凡例］   網      ： その章に何を書くかについての説明 

    【例】 斜字  ： 他のプロジェクトの例などの例文 
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  6 キロ電子ボルト：○○cm2以上 

 視野の広さ：○分角以上 

10 キロ電子ボルトから 80 キロ電子ボルト 

 エネルギー分解能：半値幅(FWHM) ○ 電子ボルト以下 

 有効面積と視野：20 キロ電子ボルトと 50 キロ電子ボルトの２点で定義する 

  20 キロ電子ボルト：○○cm2以上，○分角以上 

  50 キロ電子ボルト：○○cm2以上，○分角以上 

 高感度な分光観測を実現するため，荷電粒子によるバックグラウンドは○○以下 

 

科学衛星○○では, プロジェクトが主導する観測（仮称 プロジェクト観測）と国際公募

観測により，4.2 で述べた目的を達成する．このために，○○個以上の観測を行なう． 

ミッション要求に示す数値等については、その設定根拠や前提条件等をミッション要求書

の参考資料または別文書にて記述することが望ましい。 

 

７ ミッションへの制約条件 

ミッションに対する制約条件（環境、信頼性、物理的、安全、施設、法的、プログラム要

求等）を記述する。 

【例】 

プロジェクト準備審査の段階で科学衛星○○に与えられた制約条件は以下のとおりである。 

H-IIA の Dual Launch で打上げ可能で、upper stage に搭載できること。 

打上げは○○年度。 

安全要求，デブリ発生防止基準を満たすこと。 

（省略） 

 

８ ミッション成功基準（サクセスクライテリア） 

ミッション目標に対する達成の度合いを測るための基準を記述する。「成功基準（サクセス

クライテリア）作成ガイドライン（BDB-08012）」を参照。 

 

８．１ ミニマム成功基準 

８．２ フル成功基準 

８．３ エクストラ成功基準 

 

９ システム要求 

9,1 ミッション要求から導かれる観測系へのシステム要求 

【例】 

セクション 6のミッションを実現するために、衛星システムとして以下を要求する。 

［凡例］   網      ： その章に何を書くかについての説明 

    【例】 斜字  ： 他のプロジェクトの例などの例文 



付録 A.1  ミッション・システム要求書の例 

（5/6） 

 

10 キロ電子ボルトから 80 キロ電子ボルトまでの硬 X線撮像分光システム 

硬 X線望遠鏡と硬 X線撮像検出器からなるシステムを（2対）搭載する．硬 X線望遠鏡の幾

何学的直径は、○○cm，焦点距離は○○mとする， 

 

0.3 キロ電子ボルトから 10 キロ電子ボルトまでの硬 X線撮像分光システム 

軟 X 線望遠鏡と X 線マイクロカロリーメータアレイを用いた X 線分光検出器を搭載する．

軟 X線望遠鏡の幾何学的直径は、○○cm，焦点距離は○○mとする，X線マイクロカロリー

メータアレイは極低温（絶対温度 50mK）に冷却する．冷却系には，○年以上の軌道上寿命

を要求し，さらに，○年をエキストラサクセスに相当する目標として設定する．  

（省略） 

 

９．１ ミッション要求から導かれるシステム要求 

5項「ミッション要求」から導かれるシステムに対する要求を記述する。 

【例】 

5 項で述べたミッション要求および 9.1 項のミッション系のシステム要求から導かれる

2 項で定義された本文書が対象とするシステムの中でミッション系システムを除くシス

テムへのシステム要求は以下のとおりである。 

 

ミッション期間：3年以上（目標寿命：5年） 

軌道：近地点高度 550km の略円軌道、軌道傾斜角 31 度以下 

指向制度要求：決定精度 20 秒角以下、制御精度 52 秒角以下、安定度 20 秒角/4 秒以内。 

観測方向変更速度：180 度/100 分以上 

通信系： 

衛星運用のためのテレメトリ 

・テレメトリ伝送＋測距モード：測距モードと両立した状態で 30kbps 以上 

観測データ伝送のためのテレメトリ 

・テレメトリ伝送：8Mbps 以上 

コマンド 

・伝送レート：4000bps 以上 

データ処理系： 

衛星上の観測データ収集レート：15Mbps 以上 

観測データおよび衛星 HK データの記録容量：12Gbits 以上 

観測系への電力供給：○○W以上（日照日陰によらない） 

（省略） 

 

［凡例］   網      ： その章に何を書くかについての説明 

    【例】 斜字  ： 他のプロジェクトの例などの例文 
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１０ ミッションへの制約条件から導かれるシステム要求 

6項「ミッションへの制約条件」から導かれるシステムに対する要求を記述する。 

【例】 

6 項で述べたミッションへの制約から導かれるシステム要求は以下のとおりである。 

軌道：近地点 550km の略円軌道、軌道傾斜角 31 度以下 

衛星総重量：2.7t 以下 

発生電力：3150W 以上（EOL） 

 

 

(開発の進め方は SEMP に記述するのでここには記述しない) 

附録 

トレーサビリティマップ（意義－目的－ミッション要求－システム要求） 

略語・用語集 

［凡例］   網      ： その章に何を書くかについての説明 

    【例】 斜字  ： 他のプロジェクトの例などの例文 


