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まえがき 
 
本ハンドブックは、公募小型副衛星の開発機関が、容易にかつ確実にハザード解析を行い、安全審

査等の安全管理活動が円滑に遂行できることを目指して作成したものである。「ロケットペイロード安全標

準（JMR-002B）」で要求されているハザード解析の進め方を公募小型副衛星の開発規模や特徴を配慮

し、解説したものである。 

 

序 
 
鹿児島宇宙センター（種子島宇宙センター及び内之浦宇宙空間観測所）からＨ－IIＡロケット等により

相乗り衛星として打上げられる公募小型副衛星に対しても、主衛星及び他ペイロードと同様に「ロケット

ペイロード安全標準（JMR-002B）」が適用となる。 

 
この標準の技術要求の把握、安全設計の実施、安全審査の準備について、公募小型副衛星の規模

や特徴を考慮し、分かり易く解説したのが本ガイドブックである。本ガイドブックを利用することで、公募小

型副衛星の開発機関のハザード解析に対する負担を軽減し、宇宙航空研究開発機構が行う安全審査

等の活動を円滑に行うことが可能である。 

 
本ハンドブックは、「ロケットペイロード安全標準（JMR-002B）」の要求の中から公募小型副衛星に適

用される要求の解釈を明確にし、その要求に関連したハザードに対するハザード解析例を参考に示して

いる。「ロケットペイロード安全標準（JMR-002B）」で定められている技術要求を補足する解釈書類

（CSA 文書類）と対応する要求項目との関連を明確にすると共に解釈書類に従った解析の進め方を解

説している。 

 
４章には、ハザード解析の理解を深めるため、ハザード解析の定義やシステム安全プログラム管理要

求で示されたハザード解析の実施規定を解説した。さらに、公募小型副衛星の開発機関が行うハザード

解析の計画を盛り込むプログラム管理計画書の作成要領とハザード解析の結果をまとめる文書類（アウト

プット）、公募機関のハザード解析を JAXA が審査する安全審査要領の説明を加えた。 

 
５章には、ハザード解析を進める上で判断基準となるように、具体的な安全設計に関する要求を識別

し、要求を満足するハザード解析例を示している。ハザード解析にはフライトハードウェアだけでなく、

JAXA 施設内で使用する試験装置等の地上支援装置、及び地上作業も対象に加えている。 

 
６章には、安全審査の審査項目に含まれる「スペースデブリ発生防止基準（JMR-003C）」の内、公募

小型副衛星で特に注意を要する軌道寿命と落下危険度に対し解説を加えている。 
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1. 総則 
1.1 目的 
本ハンドブックは、宇宙航空研究開発機構（以下、「JAXA」という。）鹿児島宇宙センター（種子島宇宙

センター及び内之浦宇宙空間観測所）からＨ－IIＡロケット等によりピギーバック衛星（ロケットの余剰能

力を活用して主衛星に相乗りする小型衛星）として打上げられる公募小型副衛星（以下、「小型副衛星」

という。）の開発機関に対して、「ロケットペイロード安全標準（JMR-002B）」の要求内容を分かりやすく解

説し、円滑な安全管理及び安全設計を可能にするハザード解析を行うための実用上の手引きである。 

ハザードとは事故をもたらす要因が顕在又は潜在する状態をいい、ハザード解析はその要因を除去、

最小化又は制御して、事故に至るリスクを最小にする解析手法である。 

さらに小型副衛星を開発するトップ文書となる JERG-4-011A公募小型衛星／H-IIAユーザーズマニ

ュアル（２項の（８）文書）で適用を指定している安全関連標準（２項の（１）、（２））に従いハザード解析等を

進める上で、ＪＡＸＡが安全要求の解釈等の補足を目的に発行した技術文書類との関連を明確にする。 

 
1.2 適用範囲 
（１） 対象とする小型副衛星 

本ガイドラインは以下の小型副衛星を実際に審査したことで得られた知見をもとに、まとめたもの

である。 

 H-IIA ロケットの余剰能力を利用して打ち上げられる 50cm 級以下の小型副衛星 
 大学等の JAXA 外部機関が開発した小型副衛星 
 JERG-4-011A 公募小型衛星／H-IIA ユーザーズマニュアルに適合した小型副衛星 
 
 （２） 本書の適用範囲 
   本書の適用範囲は、小型副衛星の衛星開発における安全管理活動の内、JAXA 設備に係わる試

験と小型副衛星の JAXA 引き渡しから、ロケットからの軌道上分離までを対象にしている。その他の公

募機関独自の製造や試験に係わる安全管理活動は、使用する設備の安全管理規定や、労働安全等

の法規を遵守するなど、公募機関独自で実施され安全を確保していることを前提としている。 
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2. 関連文書 
小型副衛星開発における安全関連の要求文書は次の（１）、（２）であるが、この要求文書に従い、安全

管理及びハザード解析を的確に行うために要求文書の要求を詳細化した解釈書やハザード解析の条件、

安全確保の設計基準などの関連文書が（３）〜（２３）に整備されている。これらの文書の体系は図 2-1 に

示す通りである。図 2-1 は、要求文書に従い安全活動を推進する上で、参照すべき該当文書及び本書

で解説を加えた該当項番を示している。 

尚、本ハンドブックは下記に示す文書の初版又は改訂版に基づきまとめられている。安全管理及びハ

ザード解析の実施は、これらの文書の最新版によることが求められるため、文書の改訂状況に注意が必

要である。 

 
(1) JMR-002B ロケットペイロード安全標準 
(2) JMR-003C スペースデブリ発生防止標準 （開示制限文書） 
(3) JERG-0-001D 宇宙用高圧ガス機器技術基準 
(4) JERG-0-003D 宇宙用高圧ガス機器技術基準 解説書 
(5) JERG-1-007C 射場運用安全技術基準 
(6) JERG-0-056 宇宙機用デブリ対策 設計・運用マニュアル （開示制限文書） 
(7) JERG-2-320A 構造設計標準 
(8) JERG-4-011A 公募小型衛星／Ｈ－ＩＩＡ ユーザーズマニュアル （開示制限文書） 
(9) CSA-108024B 民生用バッテリの安全設計ガイドライン 
(10) CSA-109009B “JMR-002 5.2.2.3 爆発性危険雰囲気内で使用する電気機器への要求”の

解釈 
(11) CSA-109013 “JMR-002 5.7(3) 電波放射系の人体に対する防護”の解釈 
(12) CSA-110002 システム安全審査部会審査要領 
(13) CSA-110015 H-IIA 相乗り小型衛星のロケット分離後の RF 誤放射ハザードの考え方 
(14) CSA-111006 ロケットペイロードの機構に対するシステム安全上の取り扱い 
(15) CSA-111030 ロケットペイロード安全解析における構造強度検証の考え方 
(16) CSA-112023 公募相乗り衛星における応力腐食割れへの対応ガイドライン 
(17) CSA-112040A 小型衛星非金属ロックワイヤに関する安全チェックリスト 
(18) CSA-112051 電気系の安全設計（ワイヤサイズ）についての要求解釈 
(19) CSA-112052 JMR-002 5.1.1.3 インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 
(20) CSA-113003 ロケット・人工衛星の機械部品及び構造材料選定の基礎技術 
(21) JIS C6802 レーザ製品の放射安全基準 
(22) CAA-111021 超小型衛星用再突入残存解析ツール取扱説明書 （開示制限文書） 
(23) CSA-106043 JMR-002 解説 付録-2 ”装置類の転倒耐性評価の目安となる転倒防止角

について” 
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[注記] 資料区分の定義   

ロケット ICD ： 小型副衛星とロケットのインタフェース条件を定めたもの 解説書 ： 該当文書の要求や基準の内容を適切に理解するために補足したもの 
基準書 ： 設計業務に適用される指針、判断基準及び標準技術手法を示すもの 解釈書 ： 該当要求を実現するための事例で、他のアプローチを否定したものではない 
実施要領書 ： 実施する上での取り決め事項をまとめたもの 説明書 ： 解析や作業の手順を示したマニュアル 

図 2-1 小型副衛星のハザード解析に係わる安全要求から解釈書類までの相関（フローダウン）図 

該当項目 技術文書番号 資料名 資料区分

(8) JERG-4-011A　公募小型副衛星／H-Ⅱユーザーズマニュアル （公募小型副衛星に対し、安全要求を指示する上位文書）

　 　 　

(1)　JMR-002B ロケットペイロード安全標準

管理要求

4　システム安全プログラム管理要求 4 - - - -

4.1　基本要求事項 - - - - -

4.2　システム安全プログラム管理 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 安全審査 (12)　CSA-110002 システム安全審査部会審査要領 実施要領書

4.3　ハザード解析 4.1, 4.2, 5.3 - - - -

4.4　作成文書及び安全データ 4.4 - - - -

技術要求

5.　安全設計要求 5 - - - -

(19)　CSA-112052 JMR-002 5.1.1.3　インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 要求解釈書

爆発性雰囲気 (10)　CSA-109009B ”JMR-002 5.2.2.3　爆発性危険雰囲気内で使用する電気機器への要求”の解釈 要求解釈書

(16)  CSA-112023 公募相乗り衛星における応力腐食割れへの対応ガイドライン 要求解釈書

(20)　CSA-113003 ロケット・人工衛星の機械部品及び構造材料選定の基礎技術 要求解釈書

(8)  JERG-4-011A 公募小型衛星／H-IIA ユーザーズマニュアル ロケットICD

(7)  JERG-2-320A 構造設計標準 技術基準書

(15)　CSA-11130 ロケットペイロード安全解析における構造強度検証の考え方 要求解釈書

(16)　CSA-112023 公募相乗り衛星における応力腐食割れへの対応ガイドライン 要求解釈書

(20)　CSA-113003 ロケット・人工衛星の機械部品及び構造材料選定の基礎技術 要求解釈書

(14)　CSA-111006 公募相乗り衛星における応力腐食割れへの対応ガイドライン 要求解釈書

(17)　CSA-112040A 小型衛星非金属ロックワイヤに関する安全チェックリスト 要求解釈書

(19)　CSA-112052 JMR-002 5.1.1.3　インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 要求解釈書

(3)　JERG-0-001D 宇宙用高圧ガス機器技術基準 技術基準書

(4)　JERG-0-003D 宇宙用高圧ガス機器技術基準　解説書 技術基準解説書

(19) CSA-112052 JMR-002 5.1.1.3　インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 技術解釈書

(3)　JERG-0-001D 宇宙用高圧ガス機器技術基準 技術基準書

(4)　JERG-0-003D 宇宙用高圧ガス機器技術基準　解説書 技術基準解説書

5.5　火工品システム - - - - -

(9）　CSA-108024B 民生用バッテリの安全設計ガイドライン 要求解釈書

(18) CSA-112051 電気系の安全設計（ワイヤサイズ）についての要求解釈 要求解釈書

ワイヤ (18) CSA-112051 電気系の安全設計（ワイヤサイズ）についての要求解釈 要求解釈書

(8)  JERG-4-011A 公募小型衛星／H-IIA ユーザーズマニュアル ロケットICD

(11) CSA-109013 ”JMR-002 5.7(3)　電波放射系の人体に対する防護”の解釈 要求解釈書

(13) CSA-110015 H-IIA　相乗り小型衛星のロケット分離後のRF誤放射ハザードの考え方 要求解釈書

(19) CSA-112052 JMR-002 5.1.1.3　インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 要求解釈書

5.8　放射線系 - - - -

5.9　工学・レーザ放射系 5.4.10 レーザ (21)　JIS C6802 レーザ製品の放射安全基準 安全基準書

作業要求

全般 (6) JERG-0-002B スペースデブリ発生防止標準解説書 技術要求解説書

溶融解析簡易ツール (22)　CAA-111021 超小型衛星用再突入残存性解析ツール取扱い説明書 解析ツール説明書

射場作業 (5)　JERG-1-007C 射場運用安全技術基準 技術基準書

転倒防止 (23) CSA-106043 JMR-002解説　付録-2　”装置類の転倒耐性評価の目安となる転倒防止角について” 要求解説書

6スペースデブリ発生防止標準(2)　JMR-003C

本書の該当項番

5.10　地上試験装置（GSE)
5.4.2, 5.4.3, 5.4.4,
5.4.5, 5.4.9, 5.5.3

6　射場作業安全要求
5.4.3, 5.4.4, 5.4.5,
5.4.7, 5.4.8, 5.4.12

5.5.5

安全要求

電波放射

5.4.2, 5.4.3, 5.4.65.6　電気系

5.4.2, 5.5.65.7　電波放射系

圧力システム

バッテリ

5.1, 5.2, 5.4.1, 5.4.115.1　一般要求事項

5.5.1, 5.5.25.2　構造/機構系

5.5.45.3　推進システム

5.4　圧力システム

ハザード解析等関係文書類

使用材料

構造解析/構造設計

機構設計

液体推進システム

（注記） 
JAXA のシステム安全審査にはスペースデブリ発生防止も審査範囲に含まれている。 
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3. 用語の定義 
本ハンドブックに使用されている用語の定義を付録 1 に示す。 
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4. ハザード解析とは 
ハザード解析の理解を深めるため、ハザード解析の定義（4.1 項）とシステム安全プログラム管理要求

で示されたハザード解析の実施規定（4.2 項）を本章で解説する。さらに、ハザード解析を実施する上で

作成を求められるハザード解析の計画を盛り込むプログラム管理計画書の作成（4.3 項）、ハザード解析

の結果をまとめる作成文書及び安全データ（4.4 項）、公募機関のハザード解析を JAXA が審査する

JAXA システム安全審査部会（4.5 項）に関する説明を行う。 

本項の内容を十分理解の上、ハザード解析を実施すること。 

 
 
4.1 ハザード解析の定義 
ハザード解析は「ハザードを全ライフサイクルを通じて識別、管理し、ハザードの除去、最小化、又は制

御することで事故に至るリスクを最小化するとともに許容レベルにあることを開発の各段階で確認する解

析手法」と定義している。ここで、ハザードとは「事故をもたらす要因が、顕在或いは潜在する状態」と定

義している。 

システム安全の観点からハザード解析の定義を補足する。 
「安全」は個人の主観や心理・感情等に依存して幅広く捉えられる。客観的に「安全」を扱おうとする場

合、人により異なった概念では処置できない。システム安全では客観的概念としての「安全」を扱うため、

「安全の度合い」とう概念を用いた。「安全の度合い」は、事故に対するリスクで評価する。事故のリスクと

は、人員や財産等の被害の度合いと発生頻度を掛け合わせたもので危険の程度を意味する。従って、

「安全の度合いとはリスクの小ささの程度」と置き換えられ、「安全である、とは人に対する損害、致死、財

産の損失又は重要な装置の機能喪失が起きる可能性が低いか、無関係であるような（リスクを負うものが）

受け入れ得るリスクのレベルにあること」と定義している。 
ハザード解析は対象となる機器や運用などのシステムに対し、予想される事故のリスクを許容できるレ

ベルに下げていく解析であり、安全確保の手段として用いられる。 
 
4.2 ハザード解析の実施規定 
システム安全プログラム管理に於いて、ハザード解析は以下の要領に従い実施することを規定してい

る。 

(1) 適用範囲 
小型副衛星に対し、次をハザード解析の適用範囲とすること。 
 ・ハザード解析の対象アイテムは小型副衛星と JAXA 施設内で使用する GSE を含めること。 
 ・ハザード解析の対象範囲は JAXA 設備（筑波宇宙センターなど）を利用した試験（機能試験や 

JAXA への引き渡し作業）から、ロケットからの分離までを対象範囲とすること。 
 ・スペースデブリ発生防止については、小型副衛星の運用終了後も対象とする。 
 

(2) システム安全管理組織の設定 
ハザード解析の目的を達成するために、小型副衛星開発プロジェクトとの独立性を勘案してシステ

ム安全を専任するシステム安全管理組織又は体制を設定すること。体制にはハザード解析の実施責

任者と実施担当者を明確にすること。また、小型副衛星に搭載するペイロードが他組織により開発され

る場合は、その組織の安全担当も設定すること。 

 
(3) システム安全審査の実施 
ハザード解析の結果、識別されたハザードに応じて設定した安全要求、及びそれに対する適合性を

確認するとともに、ハザード及びハザード原因の識別、制御、その検証方法、更には検証結果の妥当性

及び、除去できないリスク（残存リスク）最小化の内容や許容性を評価するために、システム安全審査を

計画すること。 
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また、安全審査は小型副衛星の開発に合わせ以下の 4 回を計画することが基本であるが、フェーズ０

とフェーズ I は統合してフェーズ０／Ｉで行うことでもよい。 

フェーズ０安全審査：小型副衛星の概念／予備設計段階 

フェーズ I 安全審査：小型副衛星の基本設計および射場作業シナリオ構築段階 

フェーズ II 安全審査：小型副衛星の詳細設計及び射場作業システム詳細段階 

フェーズ III 安全審査：小型副衛星の最終的な設計、製造結果及び射場作業の準備完了段階 

なお、小型副衛星の開発機関は、各開発機関が実施するシステム安全審査の後に、各フェーズごと

に JAXA が主催するシステム安全審査部会を受審することが要求されている。JAXA システム安全審査

部会の実施要領を 4.5 項に示す。 

 
(4) 各開発段階におけるシステム安全業務 
ハザードを制御するため安全要求を設定するとともに、各ハザードに対して、その原因を把握し、原因

毎に対応策を講じ、その対応策の有効性の検証（検査・解析・デモンストレーション・試験の何れかまたは

組み合わせによる）を検討するハザード解析を各開発段階の設計進捗に応じ実施すること。 

また、ハザード解析結果は、文書化し、最新化すること。 

各開発段階で行うシステム安全業務を表 4-１に示す。 

 
(5) ハザード識別 

ハザード解析の適用範囲において、識別が必要なハザードは以下の 3 点である。 

  ・作業者を怪我や死亡に至らせるもの 

  ・主衛星へのダメージ、他のミッションへの影響 

  ・ロケット（射場作業や飛行中）、射場作業へのダメージ 

これらハザードを引き起こす要因や原因を識別することをハザード識別という。 

 
網羅的にハザード識別を行うために、以下の観点で検討すること。 

 ・小型副衛星や GSE、JAXA 施設内で行う作業でハザードとなるエネルギー源は存在するか？ 

  電気エネルギー、位置エネルギー（高所からの落下）、運動エネルギー（回転体や展開機構）な

どが該当する。 

 ・想定外のエネルギーの流れ（放出）が起きると、何が起きるか？ 

 意図せずに電源系のスイッチが ON になることや、展開機構の誤動作などが該当する。 

 ・起こり得る最悪のケースでハザードを想定する。 

 電波放射など、放射レベルを下げて運用するシステムでは、アッテネータなどの故障や、レベルの

誤設定などが該当する。 

 ・ロケット打上げ中についてのハザードを考慮したか？ 

 ロケット飛行中に電波放射や SAP 展開し、主衛星への損害、ロケットの飛行姿勢の傷害が該当す

る。 

 ・使用するすべての GSE を対象にしているか？ 

 電源を使用する GSE による作業者の感電や、地震時等の GSE 転倒による作業者の損傷が該当

する。 
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(6) リスク評価 

ハザード解析におけるリスクとは、予想される「事故が起きた場合の危害の度合い」と「事故が起き

る発生頻度」を掛け合わせたものである。識別したハザードに対し、リスク評価を行い、リスクが許容

できる又は受け入れ可能なリスクに低減するための対策を行うことが必要となる。 

リスク評価の結果、許容できない又は受けいれられないハザードに対しては、次の優先順位で安

全設計を行い、残存するリスクを再評価すること。 

  安全設計の優先順位 
  ①ハザードの除去 
  ②ハザードを最小にする 
  ③ハザードを制御する 
  ④安全装置の使用 
  ⑤保護装置の使用 
  ⑥警報装置の使用 
  ⑦特別の手順／訓練 

 
 詳細は、5.1 項を参照のこと。 

 
(7) ハザード解析の内訳と時期 

ハザード解析をライフサイクルで実行するため、小型副衛星の開発段階に対応し、原則、次に示

す 5 段階を実施すること。 

 
 フェーズ 0 ハザード解析 
概念/予備設計段階に行うもので、システムについてのハザードの識別並びに対応策の検討を行

うとともに、安全要求を設定すること。 
 フェーズ I ハザード解析 
基本設計段階において、フェーズ 0 ハザード解析で識別したハザードに基づき、より詳細にハザ

ード解析を行い、ハザードの識別、影響の及ぶ範囲、対応策を明らかにするとともに詳細な安全

要求を設定すること。 
 フェーズ II ハザード解析 
詳細設計段階において、フェーズ I ハザード解析の結果を設計の進展に伴って見直すことにより

安全の詳細評価を行うもの。 
 フェーズ III ハザード解析 
製造・試験段階において、フェーズ II ハザード解析の結果を見直すことにより運用に関する安全

の詳細評価を行うもの。 
 フェーズ III 後ハザード解析 
必要に応じ、設計や作業計画の見直しが生じた場合、フェーズ III ハザード解析にフィードバック

し、安全の詳細評価を行うもの。 
 
(8) 安全要求 

小型副衛星の安全要求は図２－１で示したように、次の 3 文書が該当する。 

・JMR-002B ロケットペイロード安全標準 

・JMR-003C スペースデブリ発生防止標準 

・JERG-1-007C 射場運用安全技術基準 
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(9) 安全検証 

ハザード解析により設定したハザード制御が「意図したとおりに機能する」ことを、次の何れか或い

は組み合わせによって確認することを安全検証という。 

  ・検査（Inspection） 

   最終品目（フライ品）を静的に一つ一つ確認 

  ・解析（Analysis） 

   実物と相関性又は等価性（Similarity）のある数式やコンピュータソフトウェアを用いて確認 

  ・試験（Test） 

   実物を動的に作動させて合否基準に照らして定量的に確認 

  ・デモンストレーション（Demonstration） 

   定量的な確認を伴わない確認 

 
 安全検証は以下を留意して設定すること。 

 ・冗長部については、完全な独立性を持たせていることまで検証する。 

  電源系、通信系などで単一故障部を共有させない設計であることを検証する。 

  また、時間的・空間的な分離（冗長化）もなされていることも検証する。 

 ・検証事項は、フライト品で確認する。 

 ・検証結果から、ハザード制御が有効であることをエビデンスとして示す。 

 ・設計変更、使用環境・条件の変更、不具合対応等に対する影響についても必ず検証を実現す 

る。 

 
 安全検証はフェーズ III ハザード解析において、結果を明確化すること。フェーズ III 終了時に未

決であってその検証が射場における作業に持ち越される安全検証データの未処置事項は、安全検

証追跡ログに記録して処置を追跡、管理しクローズさせて、適切な時期に提出すること。 

 
(10)  教育・訓練 

ハザード解析の結果、技術者、技能者、操作及び保安要員等が行う作業により人命やシステム等

の安全が損なわれるおそれのある場合は、作業・操作及び支援作業に先立って教育・訓練を実施

すること。 

 この教育・訓練は、教育・訓練計画書を作成し、確実に実施すること。 

また、教育・訓練では次のことを考慮すること。 

 ・訓練を必要とする設備、作業、支援作業を識別すること。 

 ・資格の必要性の有無を明らかにすること。 

 ・教育・訓練計画には、つぎのことが含まれること。 

 －ハザードの種類、原因、予想される事故、防止策、抑制策 

 －手順書、点検票、緊急措置手順等 

 －安全装置、保護装置、監視、警報装置等の機能と操作 
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 －ヒューマンエラーの防止策 

・教育・訓練参加者及び結果の記録を作成すること。 

 
(11)  事故等の調査と報告 

JAXA 施設内で小型副衛星及び公募機関が持ち込んだ GSE に起因した事故等が発生した場

合は、調査を行い、必要な記録及びデータを JAXA 担当窓口に提出すること。 

また、小型副衛星開発機関は、要員の負傷若しくは死亡及び JAXA 施設の財産の事故等につ

いて、JAXA 担当窓口に直ちに報告すること。 

 
(12) 文書化と維持管理 

ハザード解析結果を文書化し、最新に維持・管理すること。 

(13) 安全要求適合性詳細検討書 
初期の段階で JMR-002B の安全要求との適合性を検討し、適合が困難な場合、JAXA 担当窓口と

対応可否について調整のこと。 

【注記】 
小型副衛星開発の進捗に同期してハザード解析を遂行する責任の所在を明らかにするために、プロ

ジェクトに対してシステム安全管理組織を設定するものである。設計終了間際や、製造着手後にハザー

ド解析を行うとハザード制御の反映で、設計の後戻りや、製造のやり直しなど開発にインパクトを与えか

ねないことを注意する。 

 
4.3 システム安全プログラム計画書の作成 
システム安全プログラム計画書は小型副衛星開発の初期に作成し、システム安全管理活動における

安全確保のマネージメントを明確にするものである。その中にハザード解析の計画を記述する。システム

安全プログラム計画書には以下の内容を含むこと。尚、システム安全プログラム計画書を作成するにあた

り、上位要求である JMR-002B の要求の解釈や要求との齟齬がある場合は、JAXA 担当窓口に要求の

修正を相談すること。 

(1) 適用範囲 

開発する小型副衛星に係わる対象、作業、時期などの範囲を明確にする。 

(2) 関連文書 
システム安全活動に係わる適用文書や参考文書、法定手続きが必要な場合の国内法規を明確に

する。 

(3) 組織と体制 
プロジェクトの責任者は、プロジェクトのシステム安全管理組織（システム安全プログラム責任者及び

担当者）を設定する。プロジェクトチームの規模が小さくて組織を形成できない場合でも小型副衛星開

発担当と独立し責任と権限を有するシステム安全プログラム責任者をプロジェクトマネージャとは別に

専任で任命し、プロジェクトチーム員を率いて責任を持って安全管理活動を遂行すること。 

(4) システム安全審査の方法 
公募機関は開発フェーズに応じたシステム安全管理活動が、適切に実施されていることを確認する

目的で表 4-1 を基本に設計の進捗に合わせハザード解析の妥当性を確認する場を設定する。ハザー

ド解析の確認は、小型副衛星の設計や検証に反映する時期を考慮し、設計審査の直後に行うこと。特

にフェーズ II（詳細設計審査時）のハザード解析の確認は、詳細設計終了後で、フライトモデル製造

着手前に行うこと。安全審査で、ハザード制御の見直しによる設計や検証の変更が発生した場合の開

発の後戻りを防止する審査スケジュールを設定すること。 
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なお、公募機関が行う安全審査の後で、4.5 項で示す JAXA が主催するシステム安全審査部会を

受審するスケジュールを設定すること。 

 
(5) 各開発段階におけるシステム安全業務 

表４－１に示す開発段階ごとにハザード解析、安全要求及びシステム安全審査等について規定し、 
システム安全プログラムマイルストーンに各業務の実施時期を図示すること。 

 
(6) ハザード識別 

ハザード識別は以下のアプローチがあり、どの組み合わせでハザード識別を行うがを規定すること。 
 ・ハザードチェックシート 
 ・すべてのエネルギー源及びその流れの検討 
 ・他の類似システムの安全検討結果の調査 
 ・過去の事故記録などの調査 
 ・現在のユーザや想定するユーザからのヒアリング 
 ・識別したハザードに対し FTA 等の手法の活用 
 ・ブレーンストーミング 
 

(7) リスク評価 
被害の度合いと発生の可能性を掛け合わせたリスクの許容判定基準を設定する。 図 5-2 に

JMR-002B のリスク判定基準を示す 
 

(8) ハザード解析の進め方（内訳と時期） 
表 4-１に示す開発段階ごとに行うハザード解析の内訳に従い、開発段階で行うハザード解析を解析

対象ごとに具体化し、スケジュールと合わせ示すこと。 
 

(9) 安全要求 
適用文書を規定すること。また、適用文書に対する適合性を検討し、明確な非該当項目、事前調整

によるテーラリング項目等があれば、示すこと。 
ハザード解析の結果、官庁への法的手続きを実施する場合の国内法規を要求に追加し、その対応

方法を示すこと。また、いつまでに許可が必要かの予定をシステム安全プログラムマイルストーンに示

すこと。 
 

(10)  安全検証 
試験、検査、解析、デモンストレーション及びこれらの組み合わせにより、小型副衛星のハードウェア 

またはソフトウェア、GSE がすべての安全設計要求を満足していることを客観的証拠で確認する。 
安全検証を計画するにあたり次のことに留意すること。 
・実際に用いられる、又は飛行するフライトモデルの機能性能を検証する。 
・フライトモデル以前の設計モデルについての解析や試験は、直接検証とならない。制御手段がフ

ライトモデルで確実に設定されていることを具体的に保証する。 
・相関／等価性の評価にあたっては、設計モデルによる試験がフライトモデルが遭遇する実環境で

のものと等価／相関性を持つことを技術的及び論理的に客観性をもって説明できること。 
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(11) 教育と訓練 
小型副衛星開発機関はＪＡＸＡ担当窓口と協議し、作業の安全確保の観点から小型副衛星開発担

当者による訓練が必要と識別された作業について、当該作業に先立ち必要な作業者に対し教育訓練

を計画し実施すること。実施した結果は記録に残し、安全検証のエビデンスとすること。 

 
(12) システム安全プログラム計画書の維持及び管理 
上記の内容を含めたシステム安全プログラム計画書を作成し、設計の進捗と共に見直し、最新化する

こと。 

 
【注記】 

JAXA の安全審査の受審前には必ず小型副衛星開発機関で事前に安全審査を実施すること。事前

の安全審査で、衛星システムレベルでハザード解析に基づく安全の制御が成立していることを共有する

こと。小型副衛星開発機関の安全審査ではハザード解析と設計との整合性や、検証計画の担当者間の

齟齬を防止すること。また、議事録とアクションアイテムを文書化し、JAXA 審査までに処置を終了させる

こと。特に詳細設計終了後に行う JAXA フェーズ II 安全審査はハザード制御と検証方法の最終設定と

なり、その妥当性を確認する重要な審査であることを認識し、小型副衛星開発機関の事前安全審査で充

分に確認すること。 

 
4.4 作成文書及び安全データ 
各フェーズにおける安全審査において要求される審査データは表 4-2 に示すものである。 

要求される主なものは、次の通りである。 

 
(1) システム安全プログラム計画書 
(2) システム概要等（ミッション、JAXA 施設内での運用） 
(3) ハザード解析の概要 
(4) ハザード識別まとめ表 
(5) ハザードレポート 
(6) 安全要求追跡ログ 
(7) 安全要求適合マトリックス 
(8) 安全要求適合性詳細検討書 
(9) ハザード制御の検証方法や検証結果のエビデンス資料 
 
上記の（４）ハザード識別まとめ表、FTA（必要に応じ（３）に含める）、（５）ハザードレポートは安全デー

タパッケージ（SDP）の一部であり、設計の検討の中で最新化され、各フェーズの安全審査時には最新

化されたものが安全データとなる。 

小型副衛星に対しては表 4-2 の No.6 ハザード解析表は省略することができる。その代り添付１に示

すスタンダードハザードレポート様式を使用し、該当するハザードの有無のチェックやハザード制御の検

証方法を箇条書きで記入することにより、ハザードレポート作成作業の簡素化を図っている。ただし、本

様式に記載の「ハザード制御」をそのまま適用できない場合、又はスタンダードハザード以外のハザード

を有する場合には、添付 2 に示す通常のハザードレポート様式を作成して追加する。 

【注記】 
安全審査以降の設計や、試験の変更はハザード解析に影響がある場合は追加（Δ（デルタ））審査が

必要となり、次フェーズまでに実施する必要がある。特にハザード制御や検証方法の変更、フライトモデ

ルの不具合処置に対しても追加審査が必要となる場合がある。 
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図 4-1 システム安全管理活動の流れ

小型副衛星／GSE 設計変更 

●公募小型衛星/H-IIA ユーザーズマニュアル 
4.7.1 安全審査、4.9.5 設計・製造審査等 

 
 

 

JAXA による公募小型副衛星との協定／契約 

安全要求適合性確保の概念構築 

システム安全管理組織の設定 

システム安全プログラム計画書の作成/機構承認 

フェーズ III 
フェーズ II 

フェーズ I 
フェーズ 0 

ハザード解析実施 

フェーズ III 
フェーズ II 

フェーズ I 
フェーズ 0 

安全データパッケージ作成 

フェーズ III 
フェーズ II 

フェーズ I 
フェーズ 0 

小型副衛星開発機関フェーズ安全審査 

フェーズ III 
フェーズ II 
フェーズ I 

JAXA 安全審査 フェーズ 0 

フェーズ III 以後の安全活動 

射場（JAXA 引き渡し）安全活動 

JAXAによる最終確認審査（適合性確認審査会） 

（必要に応じフェーズ III 後の

追加審査） 
注）本フローはフェーズ 0、I、

II及び IIIの４回に分けた 

安全審査を想定した流れ

であり、これは手戻り作業

のない場合を想定したも

のである。 

フェーズ 0、I、II 安全審査 
1. ハザード解析 
  a. ハザードの識別 
  b. ハザードの原因の識別 
  c. ハザードの除去、低減あるいは 
     制御のための措置の設定 
  d. 検証方法の設定 
2. 安全要求の設定 
3. 安全要求との適合性の確認 

フェーズ III 安全審査 
 
1. ハザード解析の完了 
2. 安全検証のため試験・解析及び／     
   又は検査の完了 

フ
ェ
ー
ズ
毎
に
繰
り
返
す 

：小型副衛星開発者の活動 

：JAXA の審査 

5.1.1 項 
●安全設計に対する基本要求事項への 

適合性の見通し確認 

4.2.3 項 

4.1 項、4.2 項 

4.3 項 
●ハザードの識別 
●ハザードの分類、原因、制御、検証方法の解析 

4.4 項 

4.2.4 項 

4.2.4 項 

4.2.4-4 項 

4.2.4（5） 項 

4.2.7 項、4.2.8 項 
●教育と訓練 
●事故等の調査と報告 

4.2.4（5） 項 

注）枠外の項番号は 
JMR-002B のものです 

システム安全プログラ

ム 計画書の機構承認

は、フェーズ 0/Ⅰの審

査で行う場合もある。 

最終確認審査は 
JAXA 担当窓口が行う。 
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表 4-1 安全審査と各開発段階におけるシステム安全活動の概要 
安全審査 審査実施時期 審査の主目的 各開発段階での主要な安全活動 
フェーズ０ 
 安全審査  
 （注１） 

概念／予備設計

完了時 
 ハザード及びハザード原因

の確認 
 適用すべき安全要求の確認 

 フェーズ０ハザード解析として、ハザードの

識別、その原因の識別及びその対応策 
 ハザード識別 

ハザード原因の識別 
ハザード制御方法の検討 
検証方法（概要）の検討 

 安全要求の初期設定及び安全要求設定 
フェーズⅠ 
 安全審査 

基本設計審査時 
（PDR 時） 

 ハザード及びハザード原因

の確認 
 ハザード制御方法の確認 
 ハザード制御の検証方法の

確認 
 必要に応じて詳細化された   

安全要求の確認 

 フェーズ０ハザード解析結果を見直し、必

要に応じて安全要求を詳細化 
 フェーズⅠハザード解析として、 

ハザード識別 
ハザード原因の識別 
ハザード制御方法の検討 
検証方法（概要）の検討 

 上記解析結果に基づき詳細な安全要求の

見直し 
フェーズⅡ 
 安全審査 

詳細設計審査時 
（CDR 時） 

 ハザードの制御方法が設計

上実現されていることの確認 
 検証方法の詳細が設定され

ていることの確認 

 フェーズⅠハザード解析結果の見直し 
 フェーズⅡハザード解析として、 

ハザードの制御方法の詳細設計への反映 
検証方法の詳細検討 
必要に応じ、ハードウェア、ソフトウェアの安

全確認試験の実施 
 運用提案及び詳細な安全要求の見直し 
 安全検証が製造手順書及び試験手順書等

に反映されていることの確認 
フェーズⅢ 
 安全審査 

射場搬入（JAXA
引き渡し）前の 
審査時 

 検証が完了していることの確

認 
 アクションアイテムが全てクロ

ーズしていることの確認 
 ・検証試験およびそれ以降

に発生した不具合のハザー

ド解析への影響の確認 

 製造及び試験結果のハザード検証との整

合性評価／確認 
 安全検証が運用に係る作業手順書等に反

映されていることの確認 
 デビエーション／ウェーバの処理状況の確

認  
 発生した不具合のハザード解析への影響

確認から再審査の要否判断と必要に応じ再

審査の実施 

 
注1） フェーズ0安全審査は、通常ワーキンググループミーティングの形式等で実施される非公式な安

全審査でもよい。 
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表 4-2 各審査に必要な審査データ 

No. 審査データ 審査フェーズ JMR-００２B 
該当番号 ０/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

1 システム安全プログラム計画書 ○ ○ ○ 4.2.1 
２ システム概要説明 ― ― ― 4.3.3 

 ２－１ 小型副衛星の説明およびミッション概要 システムの

概要、射場での運用及びミッションの概要等の説明 
○ ○ ○ 

２－２ 小型副衛星、ＧＳＥ及び関連する射場作業について 

安全上クリティカルなサブシステム／コンポーネント

及びその運用の説明 
（想定されるハザードとその場所や識別された安全

上の特徴、インヒビット等が示された概念図（スケマテ

ィック）及びブロック図を含むこと） 

○ 
（説明できるの

が望ましい） 

○ ○ 

２－３ 小型副衛星及びＧＳＥについて安全上クリティカルな

サブシステム／コンポーネントの図面及び応力解析

結果（要求された場合） 

 ○ ○ 

２－４ 射場作業シナリオ ○ ○ ○ 
２－５ 全ての危険作業手順書 

（該当する場合、リスト例は添付３参照） 
 
 

○ 
(リストのみ) 

○ 
（全文） 

２－６ 火工品データ（該当する場合）  ○ ○ 
２－７ 安全に影響を及ぼす不具合及び事故（以下「事故

等」という）の内容と評価結果（該当する場合） 
 ○ ○ 

３ 安全要求適合マトリックス 
（ウェーバ対象があれば識別する） 

○ 
(重要事項の

み) 

○ ○ 
 

4.2.4-1 

４ ハザード解析の概要 
 ハザードレポートの作成対象とならないハザードに

ついての根拠も含めたハザード解析概要について

記載すること 

○ ○ ○ 4.3.3 

５ ハザード識別まとめ表 ○ ○ ○ 4.3.4 
６ ハザード解析表（小型副衛星にはスタンダードハザ

ードレポートを使用する場合は適用せず） 
適用せず 適用せず 適用せず 4.3.3 

７ ハザードレポート 
（スタンダードハザードレポート様式を使用し、「ハザ

ード制御」をそのまま適用できない場合や、それ以

外のハザードレポートが必要であれば、標準の    

ハザードレポート様式を使用のこと。ハザードレポー

トの様式を添付 1 及び添付２に示す。） 
（適切な補足説明資料を含むこと） 

○ 
（早い段階で

作成するのが

望ましい） 

○ 
 

○ 
(フェーズⅢ審査

終了時には全て

のハザードレポー

トの安全検証の

Close を確認) 

4.3.4 

８ 小型副衛星の全ての圧力容器について、加圧履

歴、流体への充填履歴及びその他の適用されるデ

ータを記した圧力容器ログブックを持っていることの

確認 

適用せず 適用せず ○ 源泉データ 
（ハザード制御の

検証結果） 

９ 安全要求適合性詳細検討書（フェーズⅡ安全審査

の終了前までに処置されること） 
適用せず ○ ○ 4.2.5 

１０ フェーズ０/Ⅰ、Ⅱ審査アクションアイテム（要処置事

項）の処置状況 
適用せず ○ ○ 4.3.3 

１１ 小型副衛星、ＧＳＥ及び射場作業の安全に関する安

全 検証追跡ログ 
適用せず 適用せず ○ 

（フェーズⅢ審査

時に完了していな

い検証項目があ

る場合） 

4.2.2(4) 

１２ 安全検証試験およびそれ以降の不具合リスト 適用せず 適用せず ○ 4.3.3 
１３ フェーズⅢ審査以降に計画している作業に対する安

全検証（実施する場合） 
○ 

（計画のみ） 
○ 

（計画のみ） 
○ バッテリ充電やソ

フトの書き込みを

想定しているが、

通常は審査前に

作業を終了させる

計画にすること。 
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4.5 JAXA システム安全審査部会 
JAXA は、JAXA システム安全審査部会において小型副衛星に対する安全審査を実施する。JAXA

システム安全審査部会の詳細はJMR-002B 4.2.4項及びCSA-110002 システム安全審査部会審査要

領を参照のこと。ここでは、JAXA システム安全審査部会に関わる概要を記載する。 

4.5.1 審査範囲、対象 
鹿児島宇宙センター（種子島宇宙センター及び内之浦宇宙空間観測所）からＨ－IIＡロケット等により

ピギーバック衛星として打上げられるJAXAが協定又は契約した小型副衛星に対して以下における安全

要求の適合性を審査する。 

(1) JAXA 施設での試験、作業 
(2) ロケット打上げから衛星分離まで 
(3) スペースデブリへの配慮 
 
4.5.2 審査の目的 

安全審査の目的は、小型副衛星に関して、安全要求（JMR-002B）に対する適合性を確認するととも

に、ハザード及びハザード原因の識別、制御、その検証方法、更には検証結果の妥当性及び除去しき

れないリスク（残存リスク）最小化の内容や許容性を評価することである。 

 
また、JMR-003C への適合性を確認することにより、ロケットによる宇宙機の打上げ、軌道投入、軌道

上運用、運用終了後の各段階において発生するスペースデブリを最小限に抑制するための設計、運用

が適切であることを評価することである。 

 
4.5.3 審査の手順 
(1) 事前評価の実施 
システム安全審査部会事務局（以下、「事務局」）は、システム安全審査部会に先立ち、小型副衛星が

安全要求に適合していることを事前に評価し、必要に応じて JAXA 担当窓口／小型副衛星開発機関と

調整を実施する。 

小型副衛星開発機関は、システム安全審査部会に先立つ事前評価のため、安全データパッケージ

（SDP）を JAXA 担当窓口経由で事務局に提出すること。なお、SDP として添付することのできない補足

説明資料（検証結果等の技術情報等）がある場合には、源泉データを確認する機会を設定すること。 

 
(2) 安全データパッケージ（SDP：Safety Data Package）の配布 

審査会開催の 14 日前までに、事務局によりシステム安全審査部会審査員へ SDP が配布される。 

小型副衛星開発機関は事前にJAXA担当窓口／事務局と調整を行い、SDPの提出時期、審査会実

施時期を決定する。 

 
(3) システム安全審査部会による審議 

SDP を審査対象文書として、部会による審査を実施する。システム安全審査部会で実施する内容を

以下に示す。 

 小型副衛星開発機関は、システム及びJAXA施設内作業等の説明を行う。また、原則として小型副

衛星開発機関よりハザードレポートの説明を実施する。 
 事務局は、事前評価結果を説明する。 
 ハザードレポートは、審査フェーズに応じた目的に合致していることが確認された場合、承認され

る。 
 アクションアイテム（要処置事項）が設定された場合、小型副衛星開発機関は事務局が作成したアク

ションアイテム表に従いフォロー、処置を行う。 
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4.5.4 各フェーズの審査内容 
安全審査の各フェーズの審査時期と審査主要項目は図 4-1 を参照のこと。小型副衛星の安全審査

のフェーズと審査時期については、個別に JAXA 担当窓口／JAXA 安全審査事務局と調整すること。 

 
4.5.5 審査データ要求 

小型副衛星において、システム安全審査部会に提出が必要な審査データ文書を 4.4 項に示す。 

 
4.6 フェーズ III システム安全審査後の作業記録 
フェーズ III 安全審査終了後から小型副衛星の JAXA 引き渡しまでに予定された小型副衛星に係わ

る作業がある場合は、すでに終了した安全検証の影響評価をおこない、表 4-3 の様式に記入し、ＪＡＸＡ

システム安全審査部会で内容の妥当性の審査を受けること。安全検証に影響がある場合は、作業後に

再検証を行うこと。再検証を行わない場合は、その理由を説明する。尚、本作業リストはフェーズ I安全審

査から計画を示し、フェーズ III 以降に、再安全検証の必要が発生しないよう設計・製造を行うこと。 
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表 4-3 フェーズⅢシステム安全審査後の作業リスト 
 

 
 

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （外部電源を使用　）
（グランド側のフライ

トピンの解除　）
（　　　　　　）

（コネクタ部の絶縁
カプトンの交換）

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　　　）

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無 有　・ 無

（　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　　） （　　　　　　　　）
7 　 　 　 　

****衛星 フェーズIIIシステム安全審査後の作業記録

（　1／1　）頁

番号 期　　間 備　　考

公募機関　：　＊＊＊＊大学       ****年  **月　**日

展開機構の
分解・調整

内　容名　称 手順書番号

フライト品の操作、交換等

構体の分解
バッテリ

充電・放電
インヒビット

解除
ファスナー、部
品類の交換

外部電源の入力条件
を確認（過電圧、過電
流対策）。

　 　

0
(例)

2013年12月　9日
　　～

2013年1月13日

ソフトウェアの書き込
み

ABC-1４０３１４
衛星のアクセスコネクターからソ
フトウェアを書き込む。

1 　 　

 

　

　

　

　

　　

3 　 　 　

2 　 　 　

作　業　概　要

　　

　

6 　 　 　 　　

4 　 　 　

5 　 　
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5. ハザード解析ガイドライン 
 
5.1 ハザード解析の実施手順 
現在、宇宙開発で採用されている安全評価は、MIL-STD-882 等に示されるハザード解析手法が主

体である（図 5-1）。小型副衛星開発におけるハザード解析も本手法を採用することが一般的である。手

法の概要を以下にまとめる。 

 

 
 

図 5-1 ハザード解析手法 
 
（a） 対象システムの分析 
ハザード解析を実施する前提として、①対象システム（衛星、JAXA 施設内に持ち込む GSE）、②

JAXA 施設内での試験・作業、③環境条件、④他のシステムとのインタフェース条件等を定義し、ハザー

ドポテンシャルの有無を十分に理解する。その上でハザード解析の対象を明確にすることが重要である。 

小型副衛星開発では、上記の情報を安全データパッケージ（SDP）のシステム説明資料（表 4-1 の 2
項）として整理しておく。これにより、ハザード解析の対象、前提を明確にすることができ、安全審査等で

の解析対象の説明に利用できる。システム説明には、想定されるハザード源についてその場所や規模を

説明する。 

また、ロケットとのインタフェース管理文書（ICD： Interface Control Document／ICS： Interface 
Control Source）に対し、適合できない項目があれば、その内容とウェーバなどの対応方法につい

ても説明する。ウェーバが認められていれば、その旨も報告する。 

（b） ハザード、ハザード原因の識別 
対象となるシステム及びその運用に係る予測可能な全てのハザードを識別する。小型副衛星開発に

おけるハザード、ハザード原因の識別は 4.3 項に詳細を示す。 

（c） リスクの見積もり 
識別されたハザードに対してリスクを算定する。図 5-2 に示すように、リスクは「被害の度合い」と「発生

の可能性」の積で定義される。 

 被害の度合い 
被害の度合いは、被害の状況に応じてそのレベルを設定する。この時、予想される最悪ケースを前提

として設定しなければならない。小型副衛星開発におけるハザードの被害の度合いの考え方は 5.3 項に

詳細を示す。 

 

(a) 対象システムの分析 

(b) ハザ－ド、ハザード原因の識別 

(c) リスクの見積もり 

(d) 安全要求の設定 

(e) ハザ－ドの原因の除去／制御 

(f) ハザ－ド制御方法の検証 

(g) 残存リスクの評価 
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 発生の可能性 
下図の発生の可能性を参考にハザード発生の可能性を設定すること。 

 ロケットとの ICD／ICS に違反する故障や異常に関わるハザードはカタストロフィックハザードに識

別する。 
 被害の度合いと発生の可能性の積であるハザードリスクが図 5-2に示す枠に入る場合は、ハザード

レポートを起草する。 

 
発生の 
可能性 

本標準の説明 意味合い 数値基準のない場合の 
確率的な目安 ＊ 

A しばしば発生する 
（Frequent / Likely to occur immediately） 

すぐにでも発生しそうな 
＞ 10-1 

B たまに発生する 
（Probable / Probably will occur in time） 

現実に発生しそうな 10-1～10-2 

C まれに発生する 
（Occasional / May occur in time） 

そのうちに発生するかもしれない 10-2～10-3 

D ほとんど発生しない 
（Remote / Unlikely to occur） 

発生しそうにない 10-3～10-6 

E ほとんど全く発生しない 
（Improbable / Improbable to occur） 

とても発生しそうにない 
≤ 10-6 

＊JMR-002B で引用している NPR8715.3、MIL-STD-882D による。 
 
 
 
 
 
 
 

 発生の可能性 
A B C D E 

被害の度合い 

Ⅰ      
Ⅱ      
Ⅲ      
Ⅳ      

 ：ハザードレポート作成の範囲 
 
 
 
 
 
被害の度合い 用語 説明 

Ⅰ 破局 
（Catastrophic） 

第三者の死亡や重度の人的被害（重度の永久的な人的障害を含

む）、要員の死亡や重度の永久的な人的障害、公共や第三者の

私有財産の喪失や重大な損傷、システムや射場施設の喪失又は

深刻な環境への影響をもたらすものをいう 
Ⅱ 重大 

（Critical） 
第三者の軽度の人的被害、要員の重度の人的被害、公共や第三

者の私有財産の軽度の損傷、システムや射場施設の重大な損

傷、又は重大な環境への影響をもたらすものをいう 
Ⅲ 限界・局所的 

（Marginal） 
要員の軽度の人的被害、システム等の軽度の損傷、又は軽度の

環境への影響をもたらすものをいう 
Ⅳ 無視可能 

（Negligible） 
要員の軽度の人的被害やシステム等の軽度の損傷、又は軽度の

環境への影響をもたらさない程度のものをいう 
 

図 5-2 リスクの見積もりとハザードレポート作成範囲 
  

制御後の 
発生の可能性 

ハザードが 
起こった場合の 
被害の度合い 

この枠に入る 
ハザードは 

レポート化が必要。 

発生の可能性が黒や

灰の領域にある場合

は、制御により可能性

を減らし白の領域に入

るようにすること 
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（d） 安全要求の設定 
安全要求は 5.2 項による。 

なお、新規開発システムにおいては安全要求が存在しない場合がある。その場合は、種々の基準、規

定、法令から当該システムに適切なものを要求に設定すること。 

 
（e） ハザードの除去／制御 
識別された全てのハザードに対し、下記の優先順位に従ってハザードの除去・制御を行う。 

      ①ハザードの除去 

      ②ハザードを最小化する設計 

      ③ハザードを制御する設計 

      ④安全装置の使用 

      ⑤保護装置の使用 

      ⑥警報装置の使用 

      ⑦特別の手順及び訓練によるハザード制御 

 
 
ハザード制御で重要となる故障許容設計とリスク最小化設計の概要を以下に示す。 

 
① 故障許容設計 

故障許容とは、予め起こる可能性のあるハザードの原因を識別し、この原因となる事象（ハードウェア

故障や人的故障など）が単独であるいは複数発生しても結果的にハザードの発生に至らないように設計

する手法である。故障許容設計は、電子機器のランダム故障や機構の故障の様に、故障の発生を想定

する場合に適用することが一般的である。 

要求される故障許容数は、以下の通りハザードの被害の大きさに応じて決まる。 

 破局（カタストロフィック）ハザードの場合： 2 故障許容設計（いかなる組み合わせの 2 つの異常

によってもハザードを引き起こさない設計 
 重大（クリティカル）ハザードの場合： 1 故障許容設計（単一の異常によってもハザードを引

き起こさない設計 
 
② 事故に繋がる機能の抑制 
事故に繋がる機能を有するものについて、要求しない時にその機能が故障や人的過誤によって動作

することを抑制し、その発生の可能性を許容レベルにすることである。 

小型副衛星で想定されるハザードに対する故障許容設計としては、以下のアプローチが一般的であ

る。 

 ある機能が故障により意図しない動作をする場合： 複数のエネルギー遮断装置を設ける(インヒ

ビット)  
 
インヒビットとは、ハザーダスな機能にエネルギーを供給しないための直接的な遮断手段である。具体

的にはハザーダスな機能とエネルギー源の間に設けるスイッチやリレー等が該当する。このアプローチの

例としては、図 5-3のように意図しないタイミングで展開機構が駆動するハザードに対する制御が該当す

る。意図しないタイミングで展開機構が駆動しないように電源ラインに複数の遮断点（インヒビット）を設け

て一つまたは二つの遮断点が故障しても他の遮断点で電力を遮断し続ける設計である。 
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図 5-3 故障許容設計のアプローチ 

 
【注記】 電源供給や加圧源からの圧力伝搬が主な対象となる。インヒビットはそれぞれ独立した制御とな

っていること。すなわち、単一故障で３つのインヒビットが無効にならないことが要求される （上図で短絡

により３つのインヒビットが一度に無効にならないよう、リターン側に１つインヒビットを設ける）。 
 
③ リスク最小化設計 
リスク最小化設計とは、故障許容設計の適用が困難であるもので、安全係数や設計マージンなどの概

念を適用して信頼性を高める手法である。リスク最小化設計を採用する場合、あらかじめ認定された設計

基準、検証要求、手法等に従って設計を行わなければならない。 

リスク最小化設計が適用される分野としては、下記が一例として挙げられる。 

- 構造体 
- 機構の一部（非金属ロックワイヤなど） 
- 圧力容器、圧力配管及び継ぎ手 
- 材料の適合性、可燃性 

 
リスク最小化設計は故障許容の適用が困難であるものに限定している。展開や放出物の機構に関して

も、故障許容設計をまず考慮すること。 

特に、機構に関するリスク最小化設計の解釈は‘CSA-111006 ロケットペイロードの機構に対するシス

テム安全上の取り扱い’にまとめているが、内容は小型副衛星であっても、主衛星と同様の設計及び検

証、品質体制が要求されている。非金属ロックワイヤに関しては‘CSA-112040A 小型衛星非金属ロック

ワイヤに関する安全チェックリスト’で冗長設計（フェイルセーフ）のアプローチを要求しており、ナイロン線

単線の損傷許容設計（フラクチャクリティカル）は認めていないので、注意すること。 

 
（f） ハザード制御方法の検証 

設定されたハザードの制御方法の有効性を、以下のいずれか、あるいは組み合わせによって確認す

る。 
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① 試験 
② 解析 
③ 検査 
④ デモンストレーション 

 
宇宙機開発ではフライト品に過酷な環境を負荷した試験を実施できないことが多い。そのため、エンジ

ニアリングモデル（EM：Engineering Model）等を使って想定される環境条件にマージンを加えた過酷

な試験を行う一方、フライト品については機能性能の低下や劣化の起きない範囲で試験を行い、EM と

の相関／等価性に基づいて保証する。 

最終的な検証結果としてはフライト品（FM: Flight Model）での確認が最も重要であることを念頭にお

いて開発を進めること。 

小型副衛星の公募機関で、検証が終了した後、再度衛星の一部を分解する作業を設定するケースが

散見される。本来、検証後の衛星はコンフィギュレーションを変更しないことが原則であり、分解等のコン

フィギュレーション変更は、振動環境等の耐性や、インヒビット等の安全機能に対するワークマンシップの

有効性を再検証する受入試験（AT: Acceptance Test）が必要となる。組立時の品質保証で代替えする

ことは、極力避けること。試験の代替え案の妥当性については再審査を要し、妥当性が確認できない場

合は再試験となる。 

 
（g） 残存リスクの評価 

識別されたハザードの制御方法の検証結果を評価して、最終的な残存ハザードのリスクが十分低いレ

ベルになっていることを確認する。 

小型副衛星開発では、ハザード発生の可能性の見積もりは不確定性が多く困難である。そのため、前

項の検証が確認できれば、残存リスクは受け入れ可能と判断する。 

なお、小型副衛星でのハザードレポートの作成範囲は、被害の度合いがカタストロフィックハザードま

たはクリティカルハザードと識別された事項を全て対象とし、マージナル（Marginal）ハザードはハザード

レポートを作成しない。 

ハザードレポートを作成する際に、以下の 2種類の様式があるので、対象となるハザードの特徴に応じ

使い分けを行う。 

   ① スタンダードハザードレポート様式（添付１） 

      対象となるハザード及びその制御がペイロードによらず共通で識別されるものを中心に整理

した様式である。以下スタンダードハザードレポートという。 

   ② 標準ハザードレポート様式（添付２） 

      対象となるハザードがスタンダードハザードレポート様式に含まれない、又は、スタンダード

ハザードレポート様式で設定されたハザード制御が適用できないユニークハザードに使用する

様式である。以下、ユニークハザードレポートという。 

 
5.2 安全要求の設定 

JMR-002B の５項の安全設計要求に基づく個別の安全要求に関する適用フローを図 5-4 に示す。

小型副衛星の各サブシステム及びコンポーネントに適用となる個別の安全要求とその関連文書はフロー

に従い選択する。 
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図 5-4 個別安全要求項目の適用フロー（１／２） 

注）先の項番は JMR-002B のもの。 

射場作業は本フローには含まれてい

ませんが、別途考慮する必要がありま

す。 

スタート 

4.システム安全プログラム管理要求 

5.安全設計要求 
5.1 一般要求事項 
5.1.1 安全設計に対する基本要求 
5.1.2 爆発性危険雰囲気区域に対する要求 
5.1.3 使用材料 
5.1.4 ペイロードの飛行中断・破壊システム搭載要求 
5.1.5 シャープエッジ 
5.1.6 ボルト長 
5.1.7 帯電防止 

5.2 構造／機構系 
5.2.1 構造解析 
5.2.2 構造設計 
5.10.1 輸送、機材ハンドリング装置 

可動機構を 

持ちますか 

推進ｼｽﾃﾑを 

持ちますか 

圧力ｼｽﾃﾑを 

持ちますか 

5.2.3 機構設計 

非金属ロックワイヤ

テグスを用います

 

CSA-112040 
小型衛星非金属ロックワイヤに関す

る安全チェックリスト 

電気的故障が 

ありますか 

液体推進薬を 

用いますか 

3 インヒビット設計 

5.3 推進システム 
5.3.１ 液体推進システム 

5.4 圧力システム 
5.4.1 一般要求 
5.4.2 圧力リリーフ装置 
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5.10.8 圧力装置 
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星に推進系の搭載

を認めていない。搭

載にあたっては公

募時に、JAXAの了

解が必要となる。 
 

個体推進薬を 

用いますか 

5.3 推進システム 
5.3.2 固体ロケットモータ 
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図 5-4 個別安全要求項目の適用フロー（２／２） 
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5.6.1 一般要求 
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5.9 光学・レーザ放射系 
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5.10.5 光学系装置 
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に持ち込む GSE
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5.10 地上支援装置 
5.10.1 輸送・機材ハンドリング装置 
5.10.2 電気・電子装置 
5.10.3 電波放射機器 
5.10.4 放射線装置 
5.10.5 光学系装置 
5.10.6 推進系装置 
5.10.7 油圧装置 
5.10.8 圧力装置 
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5.3 小型副衛星におけるハザード識別とリスクの見積もり 
 
（１） ハザード識別 
小型副衛星では、以下に示す「被害を及ぼす対象」と「被害を及ぼす期間」を考慮の上、ハザード識

別が必要である。なお、以下は主に JAXA システム安全審査部会で審査する範囲に限定している。 

 
＜被害を及ぼす対象＞ 
 要員への被害 
 ロケット、主衛星及び他ペイロード、地上設備への被害 
＜被害を及ぼす期間＞ 
 JAXA 施設内での試験、作業現場 
 ロケット打ち上げから小型副衛星分離まで 
 
例として、小型副衛星で一般的に識別されるハザードとサブシステム等の関係を表 5-1 に示す。なお、

識別されるハザードとサブシステム等の関係はあくまで一般例であるため、小型副衛星の設計・運用に

応じたハザード識別を実施すること。 

 
（２） リスクの見積もり 
小型副衛星起因のハザードの被害の大きさは、最悪ケースを想定して設定する。以下を参考に設定

すること。 

＜カタストロフィックハザード＞ 
 ロケット飛行への影響、ロケットの喪失 
 主衛星及び他ペイロードへの被害、喪失 
 要員の死傷 
 
＜クリティカルハザード＞ 
 要員の負傷 
 
小型副衛星は主衛星及び他のペイロードと同じフェアリング内に搭載されて打ち上げるため、特に主

衛星及び他のペイロードへの被害をカタストロフィックハザードと識別し、主衛星及び他のペイロードへ被

害を及ぼさないことを評価する必要がある。通常、小型副衛星起因のロケットや主衛星及び他のペイロー

ドに対するハザード（バッテリ破裂、構造破壊、電波誤放射、展開物誤展開等）は、最悪ケースを想定し

カタストロフィックハザードであると識別する。ロケットや主衛星及び他ペイロードへの被害の大きさを詳細

に検討したい場合は、JAXA 担当窓口へ問い合わせること。 

 
（３） ハザード識別に関する注意点 
（i） ハザード及びハザード原因は、「除去」されない限りハザードとして識別すること。 
＜例＞ 

 打ち上げ中の構造破壊ハザードについて、ハザードに至らない設計としているためハザードの

識別（ハザードレポートの起草）は不要と主張する例があった。しかし、構造強度の評価を実施

することが「ハザード制御」であり、ハザードは除去されていないためハザードの識別は必要であ

る。 
 ヒータが搭載された衛星についてのハザード識別で、ヒータの最高温度は 30度であるため、「高

温・発熱体のハザード」は存在しない、と識別する例があった。しかし、ヒータという熱源つまりハ

ザード源が存在しているため、ハザードは存在する。ただし、制御／駆動系の 2 故障等、最悪ケ

ースを想定しても最高温度が 30 度と言えるのであれば、その被害の大きさは”III 限界・局所

的”, あるいは、”Ⅳ 無視可能”と識別される。 
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（ii） ハザード制御を実施しない状態での被害の度合いを評価すること。 
＜例＞ 

 コネクタ着脱時の感電ハザードはスイッチをオフにした状態で実施するためマージナルハザード

であるとの識別例があったが、意図せずスイッチがオンとなったり、切り忘れがあったりすれば感

電（カタストロフィックハザード）が生じる。つまり、スイッチをオフにした状態は感電ハザード（カタ

ストロフィックハザード）が潜在している状態であり、被害の大きさが低減されている状態（マージ

ナルハザード）ではない。よって、ハザード制御を実施しない状態での被害の度合いを評価し、

それに対応するハザード制御を検討すること。 
 
表 5-1 に示す各ハザードの概要や考え方を 5.4 項、5.5 項に示す。 
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表 5-1 小型副衛星におけるハザードとサブシステムの関係例 

 
【注記】 電力系には電力の供給先である機構系、通信系、熱制御系、推進系の制御／駆動系を含めた。 
 

 

ハザード 
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重
量
物
ハ
ン
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機
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等
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不
適
切
な
設
計 

推
進
薬
漏
洩
、
爆
発 

圧
力
シ
ス
テ
ム
破
裂 

電
波
放
射 

電力系（バッテリ、イン

ヒビット等） ○ ○ ○   ○    ○    ○  ○  ○ 

構造系           ○  ○      

機構系         ○     ○   ○  

通信系（RF 放射源

等） ○ ○ ○       ○        ○ 

熱制御系 ○  ○      ○          

推進系                ○ ○  

電気的 GSE   ○         ○   ○    

機械的 GSE            ○   ○    

JAXA 施設内作業   ○ ○ ○  ○ ○    ○       

本文参照項番 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 5.4.1
0 

5.4.1
1 

5.4.1
2 5.５.1 5.５.2 5.５.3 5.５.4 5.５.5 5.５.6 
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5.4 スタンダードハザード解析のガイドライン 
5.3 項で識別したハザードのうち、衛星の設計によらないハザードであり、またそのハザード制御に実

績のある一般的な設計解が示すことができるものについては、スタンダードハザードレポートで管理する

ことができる。スタンダードハザードレポートは JMR-002B 添付 1 のフォーマットを使用すること。 

次項以降にスタンダードハザードレポートで識別されるハザードとその原因を挙げ、原因ごとに制御、

検証の考え方と注意すべき事項を整理する。 

スタンダードハザードレポートは上記主旨をもって簡易的にハザード解析を実施するように工夫したも

ので、その他の安全制御を認めないものではない。その場合は、ユニークハザードとして扱い、添付 2 に

示す様式で管理する。 

 

5.4.1 爆発性危険雰囲気内の発火（スタンダードハザードレポート HR-1） 
【考え方】 
主衛星やロケットの推進薬充填中、充填後においては爆発性危険雰囲気と定義される。爆発性危険

雰囲気では推進薬の漏洩を前提として考える。万が一、主衛星やロケットから推進薬が漏洩した場合に、

小型副衛星や GSE の故障により推進薬へ着火してしまうと爆発を引き起こす。その結果、人員の死傷、

ロケット・衛星・施設の喪失につながるカタストロフィックハザードと見なされる。そのため、推進薬への着

火源とならないようにする必要がある。 

＜注意事項＞ 

 爆発性危険雰囲気とは、爆発性のガス・蒸気の漏洩、放出のおそれのある次の区域をいい、その区域

内で使用する電気機器に対しては発火源の対策から、防爆性が要求される。 

 ・液体推進薬の爆発性危険雰囲気区域 

 －液体推進薬が充填されている容器又はペイロード姿勢制御用推薬タンクから 15m 

 －液体推進薬の排気口から 15m 

 －液体推進薬が充填されている設備、地上設備・装置及び移送配管から 8m 

 －液体推進薬が充填されているロケットから 31m 

 －現に液体推進薬を取り扱っている又は保管している建屋内当該室全般とその空調システム、及びそ

の空調システムで空間的に連続する室内 

・個体推進薬及び火工品の爆発性危険雰囲気区域 

 －個体推進薬及び火工品から 3m 

 

5.4.1.1 ハザードの概要 
爆発性危険雰囲気区域でのハザードとして以下の 2 フェーズが考えられる。 

（１） 地上取扱中 
小型副衛星の電源の短絡、静電気が着火源となり爆発に至ることによる主衛星及び他ペイロード、ロ

ケット、施設の喪失、要員の死傷 

（２） ロケット打ち上げ時 
ロケット打ち上げ中の振動、衝撃環境による小型副衛星に搭載した機器の短絡、機械式スイッチのチ

ャタリング等が着火源となり爆発に至ることによる主衛星及び他ペイロード、ロケットの喪失 

 

5.4.1.2 適用要求 
 JMR-002B 5.1.2 爆発性危険雰囲気区域に対する要求、付録Ⅱ 爆発性危険雰囲気内での電気

機器への防爆要求 
 JERG-1-007C 4.1.2 危険雰囲気、4.1.1.2 危険作業、4.1.8.2 保護具 
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 CSA-109009Ｂ “JMR-002B 5.2.2.3 爆発性危険雰囲気内で使用する電気機器への要求”の解

釈 
 
5.4.1.3 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
5.4.1.3.1 小型副衛星機器の発火（スタンダードハザードレポート HR 1.1） 
 フライト機器の電気部品等は、ロケット搭載時は、常にロケットまたは主衛星及び他ペイロードからの

爆発性危険雰囲気に曝される可能性がある。また、主衛星の推進薬充填中及び充填後も爆発性危

険雰囲気に曝される可能性がある。そのような環境下で発火源とならない対策が必要である。具体

的には以下の対応が一般的である（スタンダードハザードレポート 1.1 b）-1～b)-5 に対応）。防爆

対策の一例を図 5-5 に示す。 
- コールドロンチ（ロケットから小型副衛星を分離するまで電源OFF状態）のミッションとする（前提） 

*1 

- 推進薬取扱作業中（充填・排出）はバッテリの接続解除等により通電しない運用とする。 *2 

- バッテリ直下の非密封性リレーは、衛星分離部（PAF：Payload Attach Fitting）や J-POD
（JAXA が開発した１０ｃｍ、２０ｃｍ級小型副衛星放出装置）へ搭載した際に適切に接点が切れる

ような設計になっていることをストローク・計装設計で確認する。これにより、チャタリングが生じ得

ないことを設計上確認できる。また、環境試験（振動・衝撃試験）でチャタリングを起こさないことを

確認する *3。なお、バッテリ直下のリレーがハーメティックシール構造等で防爆タイプである場合

は、チャタリングが生じても点火源にはなり得ないため、安全上本検証は不要である。 
- 環境試験（振動・衝撃試験）後の電気機器の健全性を確認する 
- 適切な接地による静電気除去 
- 万一の推進薬漏洩の際、ヒドラジンに対し触媒作用となる錆が発生しない材料の選定、防錆処理、

または錆がないことの管理（検査） 
推薬充填中などの作業中に通電しない機器に対しては、通常の環境条件において発火源となら

ないことを示すことで受け入れられる。人工衛星に対して最も厳しい環境：打上振動下で機器が短絡

等の発火源とならないことの検証をすることが、本項のアプローチである。 
 

*1 スタンダードハザードレポート 1.1 a)-1～a)-3 項では衛星機器が国内法規（電気機械器具防爆構

造規格）に従った防爆設計やポッティング、ハーメティックシール、不活性ガスによる加圧等の防爆

設計、及び適切な接地（静電気除去）と防錆（ヒドラジンに対する触媒作用の回避）への適合も記さ

れているが、小型副衛星のほとんどは現実性からも b)-1～b)-5 に適合する安全設計・検証を実

施することが通常である。 
また、防爆設計として JMR-002B 5.1.2.3(1)項に 「対象とする電気機器の静電容量が十分小さ

く、対象爆発性ガスの点火限界以下で点火源となり得ないもの」も有効な防爆対策として認められる

場合がある。具体的には事前に JAXA 担当窓口／安全・信頼性推進部と協議する必要がある。 
 
*2 スタンダードハザードレポート 1.1 b)-2 項では「推進薬取扱作業中（充填・排出）はバッテリの接続

解除等により通電しない運用とする。」との制御が示されているが、種子島宇宙センターにおける推

進薬充填建屋全体が爆発性危険雰囲気と定義されるため、主衛星推進薬充填作業中は小型副衛

星を別建屋に保管する運用が通常である。具体的には事前に JAXA 担当窓口に確認すること。 
 
*3 推進薬充填後の推進薬漏洩はロケットや主衛星で 2 故障許容設計が実現されているため、爆発性

危険雰囲気内における点火源に対して故障許容性は要求されない。ただし、バッテリ下流のリレー

が他ハザード（展開物誤展開、RF 誤放射）のインヒビットとして使用されている場合は当該リレーの

健全性（衝撃試験、振動試験で反転しないこと）の確認は必要であるため注意すること。 
 
5.4.1.3.2 の発火（スタンダードハザードレポート HR 1.2） 
＜小型副衛星は爆発性危険雰囲気内での作業は原則禁止されているため、通常、小型副衛星のハザ

ード解析では本ハザードは非適用となる。＞ 
 爆発性危険雰囲気に AGE （Aerospace Ground Equipment ） /GSE （Ground Support 
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Equipment）を持ち込む際（ロケット搭載後に小型副衛星の機能試験等を実施する場合）、発火原

因とならないように防爆設計がなされていることが必要である。具体的には以下の対応が一般的で

ある（スタンダードハザードレポート 1.2 b）, c)に対応）。 
- JMR-002B 5.1.2 項 “爆発性危険雰囲気区域に対する要求“に適合した設計とする 
- GSE 機器の防爆設計が不可能で非防爆 GSE の電気機器の使用が不可欠な場合は 

JMR-002B 5.1.2.3(3)、(4)項、および JERG-1-007C 4.1.2.1 a 項の運用（予圧室内での

運用）によることも可能である。 
 

5.4.1.3.3 爆発性危険雰囲気内作業（スタンダードハザードレポート HR 1.3） 
＜小型副衛星は爆発性危険雰囲気内での作業は原則禁止されているため、通常、小型副衛星のハザ

ード解析では本ハザードは非適用となる。＞ 
 爆発性危険雰囲気で作業を実施する際、要員の帯電等で発火原因とならないように対策がなされ

ていることが必要である。具体的には以下の対応が一般的である（スタンダードハザードレポート 

1.3 b）に対応）。 
- JERG-1-007C 4.1.1.2、4.1.2、4.1.8.2 項に基づく運用 

 
＜注意事項＞ 

PAF２３９M を使用する小型副衛星では、電源キルスイッチの幾何学的インタフェースが詳細に設定さ

れないことで、PAF239M 嵌合時に、電源キルスイッチの当たり部であるプランジャーが脱落する不具合

が発生した。 

特に、小型副衛星開発機関に試験 PAF を貸し出し、機械環境試験を実施する場合は、取扱いに注

意を要する。キルスイッチのプランジャーのストロークにある程度余裕を持たせないと、取付時のずれなど

から設定不良を起こし、スイッチが ON になり、インヒビットが無効になる。いずれにしてもフェーズ III で、

スイッチの配置に対するエビデンスを示し、健全性を説明すること。 

キルスイッチが半導体（FET やバイポーラトランジスタ）を用いたスイッチの場合は、ゲート電圧を与え

る回路の電源周りを確認する。キルスイッチを OFF の状態で電源の流れがすべて止められていることを

示すこと。 

小型副衛星の環境試験前・中・後や、JAXA への輸送後にインヒビットの健全性が小型副衛星外部か

ら確認できるように、図 5-5 に示すようにモニタラインを引出し、小型副衛星外面に端子を設けること。 

 
 
 

 
図 5-5 防爆対策を考慮する箇所の一例 

下流負荷

フライトピン

インヒビット 1 インヒビット 2

インヒビット 3

インヒビットの健全性

確認用モニタ端子 
小型副衛星の外枠 バッテリ直下のリレーが非密封

性の場合、チャタリングがないこ

とを振動・衝撃試験中に確認。 
（ハーメティックタイプの場合は

確認は不要） 

バッテリ下流の通電されている 
ハーネス、基盤等の 
・絶縁処理 
・短絡がないことを振動試験後の

機能試験で確認 
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5.4.2 電磁適合性（スタンダードハザードレポート HR-2） 
【考え方】 
小型副衛星は電磁適合性要求を満足しない場合、主衛星及び他ペイロード・ロケットに悪影響を及ぼ

すことが想定されるためカタストロフィックハザードとみなされる。電磁適合性の確認またはこれに適合す

る設計を実施する必要がある。 

 

5.4.2.1 ハザードの概要 
小型副衛星は基本的にコールドロンチであるが、以下のハザードが考えられる。 

 小型副衛星からの電磁放射が起きた場合、これによる主衛星及び他ペイロード、ロケットの誤作動を

誘起し（火工品作動、ハザード制御機能の故障）最悪これらの喪失につながる。（放射性） 
 ロケット、主衛星、他ペイロードから放射される電磁波により、小型副衛星の電気回路が誤動作（通

電、これによる展開物誤展開、RF 誤放射）をするハザードにつながる（感受性）。 
 
また、要員への電磁波ハザードについての詳細は、5.5.6項を参照のこと（本スタンダードハザードレポ

ートは要員への電磁波の影響は対象外である）。 

 

5.4.2.2 適用要求 
 JMR-002B 5.6 電気系／5.7 電波放射系 
 JERG-4-011A 4.4.4 項 電磁適合性 
 
5.4.2.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.2.3.1 小型副衛星の電子機器からの電波放射による主衛星及び他ペイロード・ロケット側への影

響（放射性） 
 小型副衛星は 3 インヒビットで RF 放射系統も含めて小型副衛星全体への電源投入を一括遮断す

る設計(3 インヒビット全てを解除しないと衛星への電源が投入されない設計)が多く、この場合は 3 イ

ンヒビットの健全性（具体的な検証方法は 5.4.2.3.2 項を参照）を検証することで放射性に対するハ

ザード制御とすることができる。 
 
5.4.2.3.2 ロケット側、主衛星、他ペイロードからの電磁放射によるインヒビット機能喪失（感受性） 
 JERG-4-011A 4.4.4 項で規定される電界・磁界要求に適合した設計と解析を実施する。 

- ロケット、他ペイロードからの放射によるキルスイッチの誤作動（反転）による電気回路の起動が

生じないことを解析もしくは試験で確認する（スタンダードハザードレポート HR-2 a）, b)に対

応）。 
- 電気的誤動作によるハザードは、一般的に３つのインヒビットを設けることで制御されるが、電磁

干渉は 3 つのインヒビットに対する共通故障要因となり得るため、電磁環境に対する感受性を

解析または必要により試験により評価する。 
なお、本評価が必要な対象は、FET 等半導体により衛星電源バスへの通電を制御する場合である。

一方、機械接点のみを設ける場合は、感受性に対して定量的な評価は不要である。具体的な感受性解

析方法は、JAXA 産業連携センター技術文書 「ACX-11007 相乗り公募小型副衛星安全設計の手引き」

等が参考になる。 

 
＜注意事項＞ 

キルスイッチに機械式のものを使用している場合はEMCの影響は放射及び感受性とも評価不要にな

るが、FET スイッチの場合、感受性が脆弱な場合、放射に至る場合があるので注意を要する。 
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5.4.3 感電（スタンダードハザードレポート HR-3） 
【考え方】 

JAXA では高電圧部は 30V（直流、交流）以上と識別される。（電気事業施工令第一条にて「３０Ｖ未

満においては電気工作物の定義から除外されるものである」ことが定義の根拠である） 

要員が高電圧部に接触し、感電・死傷する事象はカタストロフィックハザードとみなされる。 

 

5.4.3.1 ハザードの概要 
小型副衛星、および小型副衛星運用に使用する AGE/GSE の高電圧部に要員が接触・感電して死

傷する。 

 

5.4.3.2 適用要求 
  感電に対する適用要求を以下に示す。 
 JMR-002B 5.6 電気系／5.10 地上支援装置 
 JERG-1-007C 4.1.1.2 危険作業、4.6 電気／電子関係の作業 
 

5.4.3.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.3.3.1 露出した高電圧部への接触 
 スタンダードハザードレポート HR-3 a）の対応 

- 衛星バッテリ及び AGE/GSE の電圧は 30V（直流、交流）以下とする設計、運用計画とする。 
または、商用 100V 電源を用いる場合は、高電圧露出表面がない民生機器を取扱説明書通りに

使用する。 
 スタンダードハザードレポート HR-3 b)の対応 

- 露出した高電圧表面（30V 以上。通電された未接続端子を含む）がない設計とする。 
- 適切に接地することで感電を防止する。 

（露出した高電圧表面はないが、内部に高電圧部を持つ機器は、本対応を採用する。） 
 スタンダードハザードレポート HR-3 c)の対応 

- JERG-1-007C 4.1.1.2 危険作業 4.6 電気／電子関係の作業に基づく運用 
 
＜注意事項＞ 

GSE で一般民生機器（電源 100V）の場合は、指定された使用範囲内であれば、感電ハザードに対し、

それ以上の制御は不要としている。ただし、使用機器はリスト等で示すこと。 

 
5.4.4 高所作業における要員の墜落、工具等の落下（スタンダードハザードレポート HR-4） 
【考え方】 

JAXA では 2m 以上の作業を高所作業と識別する（労働安全衛生法と同じ定義）。要員が高所から落

下し、死傷する事象はカタストロフィックハザードとみなされる。 

 

5.4.4.1 ハザードの概要 
  高所で作業を行う場合、次の 2 点をハザードに識別する。 
 高さ 2m を超える箇所で作業を実施する場合、要員が落下し死傷の可能性がある。 
 高所作業中に使用する工具が落下することにより、下部にあるロケット構造体等を損傷する。 

 
なお、小型副衛星では通常、高所作業は存在しないため、本ハザードはSTD-HR-4 a）“射場での高

所作業（２ｍ以上）を実施しない”に該当する（ハザードは存在しない）。 
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＜注意事項＞ 
小型副衛星における「高所作業」について、J-POD を使用しない小型副衛星をロケット支持構造に取

り付けた後に実施するノンフライトアイテム／吊り具取り外し作業が考えられる。 

 本作業は高さ２ｍ以上の衛星／フェアリング昇降装置に乗っての作業であり、これは高所作業（危

険作業）とは見なされないと判断される。 
 なお、小型副衛星の上記ハンドリング作業は開発機関の実施作業ではない（ロケット側作業）。従っ

て、高所作業のハザードは識別されないため、ＳＴD HR-4ａ）に該当する。 
 ただし、筑波宇宙センターにおいて高所作業を予定する場合は、識別が必要となる。 
 
5.4.4.2 適用要求 
 JERG-1-007C 4.1.1.2 危険作業、4.1.8.2 保護具、4.1.8.7 高所作業 
 
5.4.4.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.4.3.1 高所における不適切な作業 
 スタンダードハザードレポート HR-4.1 b）の対応 

- JERG-1-007C 4.1.1.2 危険作業、4.1.8.2 保護具、 4.1.8.7 高所作業に基づく運用 
 

5.4.4.3.2 高所における工具の落下 
 スタンダードハザードレポート HR-4.2 a）の対応 

- JERG-1-007C 4.1.8.4 工具等の管理 
 

5.4.5 重量物運搬作業での吊上げ物の落下、衝突（スタンダードハザードレポート HR-5） 
【考え方】 

1 個当たり 20kg 以上 * の物品のハンドリング作業に対してカタストロフィックハザードとみなされる。 

* JAXA では 20kg 以上の物品を重量物として規定している。 

 

5.4.5.1 ハザードの概要 
小型副衛星、及び GSE の重量物運搬時の誤った取扱により、落下、衝突、巻き込み等により要員が

受傷する。 
また、落下により主衛星及び他ペイロード、ロケットを損傷させる。 

JAXA 施設内（筑波宇宙センター、鹿児島宇宙センター）作業において、不適切な吊り具等の選定、

クレーンの誤った操作、及び JAXA 安全規則不知による小型副衛星、GSE の落下で要員を死傷させる

可能性がある。また、ロケットに落下した場合はロケットを損傷させる可能性がある。 

 
なお、本スタンダードハザードレポートは重量物運搬の作業に対するハザード制御を整理したもので

ある。重量物運搬で使用するGSEがある場合は、ユニークハザードレポートで管理すること（詳細は本書

5.5.3 項参照）。 

 

5.4.5.2 適用要求 
 JERG-1-007C 4.1.1.2 危険作業／4.1.8.2 保護具／4.1.8.4 工具の管理／4.2 輸送/運搬/機

材ハンドリング装置 
 

5.4.5.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.5.3.1 一人あたり 20kg 以上の荷物のハンドリング 
 20kg／1 人以下でのハンドリングの手順による規定（スタンダードハザードレポート HR-5 b）-1 の

対応） 
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 20kg／1 人以下のハンドリング達成可能なハンドリング治具の使用 
* ハンドリング治具の設計に係わるハザードはユニークハザードレポートで評価すること（5.5.3 項参

照） 
 

5.4.5.3.2 不適切な吊り具、ハンドリング装置の使用 
 以下について手順書等により確認する（スタンダードハザードレポート HR-5 b）-2 の対応）。 

- 物品重量に適合した吊り具の選定（クレーン、ワイヤ、シャックル、アイボルト等） 
- 物品重量に適合した吊り具（治具）の使用 
- 取り扱い説明書等の治具使用規定に従った作業の実施 
- JERG-1-007C の理解と試験・運用手順書への反映及びこの遵守。 

* 既存の吊り具、市販品 AGE/GSE を使用する場合は定格内で使用することを本ハザードレポートで

確認する。 
 

5.4.6 バッテリ破裂・電解液リーク（スタンダードハザードレポート HR-6） 
【考え方】 
スタンダードハザードレポートで識別している民生用リチウムイオン電池や民生用NiMH電池は、それ

らの破裂・電解液リーク等により、最悪の場合、ロケット飛行や主衛星及び他ペイロードへの影響、要員

の負傷があるとし、通常、カタストロフィックハザードと見なしている。 

民生用リチウムイオン電池や民生用 NiMH 電池以外の電池を小型副衛星に使用する場合（例えばリ

チウムイオンキャパシタ等）は、それらのハザード・ハザード原因を識別し、必要に応じてユニークハザー

ドレポートで管理すること。 

 

5.4.6.1 民生用リチウムイオン電池の破裂・電解液リーク 
5.4.6.1.1 ハザードの概要 

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高いこと、電解液に可燃性の有機溶媒を用いていること、また

電池に異常が生じた場合、発熱による異常な反応が加速される熱暴走と呼ばれる状態になることがある。

これにより、リチウムイオン電池がフェアリング内での破裂、発火、電解液リークが生じた場合、ロケット・主

衛星及び他ペイロードへの深刻な影響を及し最悪の場合ロケット・主衛星及び他ペイロードの喪失に至

る。また、要員の負傷に至る。 

従って、外部の充放電機器に保護装置が必要であるのと同様に、小型副衛星内部の太陽電池とバッ

テリ間の充電・放電の保護装置が必要である。 

 

5.4.6.1.2 適用要求 
 JMR-002B 5.6.3 バッテリ 
 CSA-108024B 民生用バッテリの安全設計ガイドライン 
 CSA-112051 電気系の安全設計（ワイヤサイズ）についての要求解釈 

 

5.4.6.1.3 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
下記に記載するハザード制御、検証に関して詳細は CSA-108024B に整理されているため参照する

こと。 

 
5.4.6.1.3.1 内部短絡 
 ハザード制御方法として、以下の(1)(2)を全て満たすこと。 

（１） ＵＮ勧告適合品のセル／バッテリの調達 
（２） 打上げ環境下で内部短絡を生じるセルの排除 

環境試験（真空試験、震動試験、衝撃試験等）の前後で特性に変化ないセル／バッテリ
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を選定する。 
 ハザード制御の検証方法は以下の項目が挙げられる。 

(1) セル／バッテリの購入先の管理（模造品でなく製造元がトレースでき、ＵＮ勧告適合品で

あること） 
(2) 衛星搭載状態での環境試験（真空試験、振動試験、衝撃試験等）の前後で、各セルの

特性測定（容量測定、電圧測定、自己放電量測定） 
 ただし、衛星搭載状態で上記全ての特性測定ができない場合は、バッテリの環境試験（真空試験、

振動試験、衝撃試験等）の前後で、バッテリの特性測定の検査を行い、衛星搭載状態での環境試

験の前後で、バッテリ充放電電圧特性の検査を行うことになる。なお、容量測定は FM でも環境試

験前後で最低一回は実施すること。 
 
5.4.6.1.3.2 外部短絡 
 ハザード制御方法として、以下の（１）（２）を全て満たすこと。 

(1) 負荷短絡 
以下の(1-1)もしくは(1-2)を満たすこと。 

(1-1)バッテリ内部と外部に合わせて 2 つの保護機能を持つ 

- 例として、セパレータシャットダウン機能、過電流保護、PTC（Positive Temperature 
Coefficient）、ヒュージブルリンクなどが一般的に用いられる。 

なお、バッテリメーカから保護機能に関するデータの提供を受けられない場合は、（１－２）を選

択する。 
 

(1-2)負荷側を二重絶縁する 

- JERG-2-213A 絶縁設計標準 5.2 項に従い二重絶縁を行う。二重絶縁ラインは 1 次電

源バスラインおよびバッテリライン（バッテリ内部の電力ライン、セルケース、バッテリ筐体お

よびバッテリ出力ラインを含む）に適用する。また、振動衝撃等によるワイヤ被覆の絶縁材

が損傷することがないように、シャープエッジを除去し適切にワイヤを実装すること。 
- インヒビットに機械スイッチを使用する場合、打上振動によるチャタリングや打上振動以外

の要因（例：取り付け誤差、導電性コンタミ）で当該スイッチが短絡することがないことを示

せれば、当該スイッチの短絡は極めて起こりにくいと考えられるため、二重絶縁の適用範

囲は、図 5-6 を参照のこと。 
- 以下、絶縁の実施例である。 

 空間絶縁（導電物間の距離を 1mm 以上開けること。） 
 線材被覆 
 テープ（カプトンテープ、ポリエステルテープ等） 
 樹脂シート 

- 当該個所が基板を経由する場合は、基板上・内部でも二重絶縁が成立していることを示

すこと（特に空間絶縁を選択する場合は、パターン図及び基板の実測などから空間絶縁

が確保されていることを示すこと。基板の積層内部中のパターンについては厚さ方向も含

めて空間的に 1mm 以上必要である。スルーホールとの絶縁検討を忘れがちなため注意

すること）。 
- 通常、半導体（FETなど） 等、二重絶縁できない部分がある。この場合、故障許容設計が

適用される。つまり、２重故障が生じても、バッテリの破裂、発火が生じないようにすることで

ある。具体的には、二重絶縁できない箇所に関しては、２故障を想定した最大電流を算出

し、最大電流がバッテリの定格内であることを示すこと。 
- もしくはバッテリ内の保護機能（１－１）、ヒューズ等の過電流遮断機能を用いて、外部短絡

発生時でも、バッテリの破裂、発火を防止すること。 
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(2) セルとバッテリ筐体間の短絡に対する絶縁確保 
絶縁の確保は絶縁シートによる。 

 

 上記ハザード制御に対応する検証方法は以下の項目が挙げられる。 
 
 (1-1) バッテリ保護機能の確認 

- 「バッテリの保護機能に関わるデータ」*を供給業者から入手し機構へ提示すること。なお、

複数の保護機能を有していても個別に検証できない限り、単一の保護機能と考えること。 
 

「バッテリの保護機能に関わるデータ」を入手できない場合、フライト品と同タイミング、

同一業者から購入した同一部品番号のバッテリ（外部の保護機能を使用する場合は

当該機器を含む）を用いて保護機能を確認すること。なお、民生品の場合、品質のば

らつきが考えられるため、試験供試体数および試験方法は、JAXA 担当窓口／安

全・信頼性推進部と調整すること。 
*バッテリの保護機能に関わるデータ：実施している UN 勧告の試験項目および試

験条件。過電流保護機能のデータシートもしくは試験データ。 
(1-2) 二重絶縁の確認 

- 二重絶縁が適切になされていること、およびワイヤ実装箇所にシャープエッジが存在しない

ことを目視検査で確認する。目視検査は、小型副衛星開発機関だけでなく、原則として

JAXA もしくはJAXA に代わる者が実施する。なお、検証データとしては、二重絶縁が必要

な箇所を電源系統図等で示し、二重絶縁設計結果を写真等で示す。 
- 二重絶縁されない箇所については二重故障をした場合に回路に流れる電流を算出し、バッ

テリの定格内であることを解析で示す。 
   (1-3) 絶縁処置の検証 

衛星搭載状態での環境試験（真空試験、振動試験、衝撃試験等）後の絶縁検査、および環境

試験前後でバッテリの特性測定（容量測定、電圧測定、自己放電量測定）を実施する。衛星搭

載状態で絶縁検査および特性測定も実施できる場合は、バッテリの環境試験後の絶縁検査、

およびバッテリの環境試験前後でバッテリの特性測定の検査を行い、衛星搭載状態での環境

試験の前後で、バッテリの電圧測定の検査を行うことになる。 
 
インヒビットであるスイッチが機械接点の場合は、環境試験において短絡がないことを示すこと

でバッテリ直下のインヒビットまでを二重絶縁範囲することで短絡防止の対策をとること。なお、

バッテリとインヒビット間に基板を用いる場合は基板上表面／層間に対し、１mm 以上の間隔が

必要である。 

 

 
図 5-6 インヒビットに機械接点を用いた回路の場合の二重絶縁適用箇所の例 
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5.4.6.1.3.3 過充電 
(1) 小型副衛星は JAXA 施設内での充電作業がないことが前提である。従って、スタンダードハザ

ードレポート 6.1 b)-3 に「推薬充填後またはロケット搭載時に充電を実施しない。」を選択す

ればよい。 
(2) JAXA施設内での充電を実施する場合、以下のハザード制御、検証方法を設定すること。なお、

本対応はスタンダードハザードレポートで扱うことができないため、別途ユニークハザードレポ

ートに示す必要がある。ただし、充電の実施は JAXA 担当窓口と相談すること。 
－充電系統には過充電防止機能（異常検知＆電源遮断機能）を設け、次を考慮すること。 
－充電系統への過充電防止機能は、2 故障許容設計とすること。また、これらの機能は独

立性があること。 
－異常検知にセルの外部の温度センサを用いる場合は、温度センサがセルの温度に相関

するものであること。 
－バッテリ電圧モニタは、セルごとに実施すること。特にバッテリに直接接続する場合は、セ

ルごとに電圧モニタすること。 
－検証方法としては、以下の項目が挙げられる。 
機能試験。図面検査。セルのばらつき管理の結果、または過充電保護回路がバッテリ側

にある場合は製品仕様の検査 
(3) ロケットのフェアリング開頭後、太陽電池パネルへの太陽光照射により過充電の可能性がある

場合は、ハザード制御が必要である。ハザード制御としては以下のような対応がとり得る。 
－2 故障許容による対応 
太陽電池パネルからバッテリへの入力ラインにインヒビットや過充電保護回路など 3 つの

保護機能を設置する。 
－充電容量の管理. 
フェアリング開頭後、小型副衛星分離までの太陽光が照射される時間を見積もり、その間

に充電されても過充電にならないように打ち上げ前の充電容量を決定する。この場合、充

電容量の算出根拠、充電方法の確認、およびバッテリセル間のばらつきがないことの管

理確認を要する。 
 

5.4.6.1.3.4 過放電 
 JAXA 施設内でバッテリ充電作業を計画しない場合、過放電を原因として識別する必要はない。 
 JAXA 施設内でバッテリ充電作業を計画する場合、過放電を原因としたハザードを識別し、以下の

ハザード制御、検証方法を考慮すること。 
(1) 充電前に電圧測定し想定以上の電圧降下が生じている等のセルの異常を検知できること。過

放電後に複数セルを持ったバッテリを充電すると、内部短絡したセルの電圧は他のセルに配

分されるため、他のセルが過充電状態となる。バッテリ電圧モニタは、セルのばらつきにより単

セルの内部短絡検知等のハザード制御をおこなうこと。 
(2) 検証方法として、射場作業計画書の確認、充電装置の機能試験、図面検査等を実施するこ

と。 
 
5.4.6.1.3.5 セルの密閉性不良 
 ハザード制御として以下の(1)(2)(3)を実施すること。 

(1) 打上げ環境に耐性のあるセルの選定 
(2) 衛星へのバッテリ搭載時にセルに機械的ストレスが生じないバッテリケース、及び取付構造の

設計を実施すること。ただし、バッテリを製造メーカより購入する場合は、セルに機械的ストレス

が生じないバッテリケース、および取付構造であることを確認する。 
(3) 外部からの熱入力によるセルの内圧上昇が構造破壊の要因となる場合は、外部熱源に対し制

御を行うこと。 
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 上記ハザード制御に対応する検証方法は以下を実施すること。 
(1) 環境試験（振動、衝撃、真空環境等）後の電気性能試験、減圧試験等による密封性試験 
(2) 図面検査、バッテリケース及び取付構造の構造解析、フライト品検査 
(3) 2 故障を想定した最悪条件（ヒータ駆動回路の 2 故障後など）での熱解析 

本熱解析はバッテリ温度が許容温度範囲にいじできることを確認する。 
 
5.4.6.2 民生用 NiMH 電池の破裂・電解液リーク 
5.4.6.2.1 ハザードの概要 

NiMH 電池の過加熱により、周囲の要員またはロケット・主衛星及び他ペイロードに被害を及ぼす。 

 
5.4.6.2.2 適用要求 
 JMR-002B 5.6.3 バッテリ 
 
5.4.6.2.3 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
5.4.6.2.3.1 NiMH 電池過熱による要員の受傷 

外部短絡や過充電による発熱・ガスの噴出等による要員の受傷がハザード原因として識別される。 

 スタンダードハザードレポートでは、6.2 b)-1 に「電池を露出した状態で充電しない。」ことがスタンダ

ードな制御として採用できる。 
 設計図面及び FM 現品による設計の確認、及び充電手順書で電池を露出した状態で充電しないこ

とを規定していることが検証となる。旨、検証すること。 
 

5.4.6.2.3.2 NiMH 電池過熱による隣接する機器（火工品、推進薬等）への影響 
NiMH 過充電による発熱により、周囲の熱に敏感な機器（火工品、推進薬等）への影響がハザード原

因として識別される。 

 制御方法としては、スタンダードハザードレポートの、6.2 b)-2 「短絡による電池の過熱が、隣接す

る機器（火工品、推進薬等）に影響を与えない。」ことが一般的な制御である。この検証は熱解析に

より示すこと。 
 制御方法に熱解析が採用できない場合、二重絶縁により短絡を防止する設計とする。なお絶縁設

計（二重絶縁による短絡防止）及び検証は、“5.4.6.1.3.2 項が参考になる。 
 
5.4.7 酸欠による窒息（スタンダードハザードレポート HR-7） 
【考え方】 
作業者が密閉された空間または酸欠になる恐れのある場所に立ち入る必要がある場合には、全ての

空間において、酸素成分が体積比で 19.5～25%*の範囲内にある必要がある。この範囲を逸脱する恐

れがある場合はカタストロフィックハザードと識別し、本スタンダードハザードレポートで管理すること。 

* JERG-1-007C 4.1.2.2.(3)による 

 

5.4.7.1 ハザードの概要 
酸欠危険雰囲気区域への立ち入りによる要員の死傷 

 
小型副衛星では、熱真空試験等で JAXA 施設の真空チェンバを使用する場合がある。この際は酸欠

による窒息ハザードが考えられるため、識別し本スタンダードハザードレポートで管理すること。 

 

5.4.7.2 適用要求 
 JERG-1-007C 4.1.1.2.1(10) 危険作業の識別／4.1.2.2(3) 危険雰囲気区域に対するその他の

要求 



JERG-2-025 

39 

 

5.4.7.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.7.3.1 酸欠危険雰囲気区域への立ち入り（スタンダードハザードレポート HR-7 b）の対応） 
 対象となる作業：熱真空試験設備内へのアクセス、窒素パージした輸送用コンテナの開梱作業、等 
 以下について手順書等により確認する。 

- 不活性ガスを搭載する小型副衛星については、ガスが漏れた場合の真空チャンバー内アクセス

時、酸素濃度の予測と必要により、アクセス前の内部酸素濃度の確認 
（ガス推進系搭載小型副衛星の場合） 
筑波で真空チャンバーを用いる場合は、本ハザードを適用する。多くは、小型副衛星で不活性ガ

スを搭載している場合、そのガスが漏れることで、酸欠に至るかの検討が必要となる。 
- 危険雰囲気区域へのアクセス前の酸素濃度確認（酸素濃度計）の手順化と実施 
- 危険雰囲気エリアの立ち入り制限、及びその表示 

 

5.4.7.3.2 スケープスーツ作業 
 小型副衛星は基本的に液体推進薬を搭載しないため、及び基本的に JAXA 引き渡し後の作業を

禁止しているため射場作業である本作業は適用外となる。 
5.4.8 騒音（スタンダードハザードレポート HR-8） 
【考え方】 

JAXAでは騒音を以下の2種類で規定している。この範囲を超える恐れのある環境下で作業する場合

はクリティカルハザードと識別し、本スタンダードハザードレポートで管理すること。 

 連続騒音：80dB(A)以上 
 衝撃騒音：140dB（A）以上 

＊JERG-1-007C 4.1.6 項による 

 

5.4.8.1 ハザードの概要 
過度の騒音環境下での作業により、要員の聴力障害を起こす。 

なお、小型副衛星では通常、過度の騒音環境下での作業は存在しないため、本ハザードは

STD-HR-8 a）“射場で騒音の発生する環境下での作業を計画しない”に該当する（ハザードは存在し

ない）。 

 
5.4.8.2 適用要求 
 JERG-1-007C 4.1.6 騒音／4.1.8.2(7) 保護具 
 

5.4.8.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
 圧力容器の耐圧・気密試験において、容器や配管の破裂による騒音（衝撃騒音）が考えられる。具

体的には以下の対応が一般的である（スタンダードハザードレポート HR-8 b）に対応）。 
- 耐圧・気密試験時の立入禁止区域の設定、遮蔽板の設置、及び要員退避とこの運用の手順

化 
- 保護具（防音ヘッドフォン）の使用 

＊JAXA 施設による個別の規定は JAXA 担当窓口／安全・信頼性推進部に確認しこれに従う。 
 
5.4.9 高温、低温表面による要員負傷（スタンダードハザードレポート HR-9） 
【考え方】 

JAXAでは、低温表面を0℃以下、高温表面を45℃以上*と定義している。これらの低温・高温表面に

要員が接触し負傷することはクリティカルハザードと一般的にみなされる。 

*JERG-1-007C 4.1.8.3(4) による 
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5.4.9.1 ハザードの概要 
小型副衛星、ＧＳＥの高温、低温部に要員が接触し、火傷、凍傷などの負傷を負う。 

* 高温部：衛星バッテリヒータ、展開機構作動用テグス切断用ヒータ、または搭載発熱機器等が熱

源と想定される。 
低温部：ミッション機器など個別の低温機器が低温源と想定される。 

 
5.4.9.2 適用要求 
 JMR-002B 5.10.2.3 人体に対する防護 
 

5.4.9.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.9.3.1 ヒータ等の高温熱源部／個別低温装置の露出（スタンダードハザードレポート HR-9 b）の

対応） 
 高温・低温部が露出しない設計 

- 高温・低温部が外部から直接接触しない配置設計 
- 高温・低温部の保護カバーを設置 

 
5.4.9.3.2 ヒータ等への不意の通電（スタンダードハザードレポート HR-9 b）の対応） 
 電源系 3 インビット設計によるノミナルオープンの維持 

- インヒビット健全の確認 
 

* 5.4.9.3.1 項、5.4.9.3.2 項の制御、検証が困難な場合、JERG-1-007C 4.1.8.2 に従った保護

具によるハザード制御を検討すること（スタンダードハザードレポート HR-9 c）の対応）。 
高温・低温部にアクセスする際の保護具による保護 

- 試験・運用手順化 
高温・低温状態であることのモニタができない場合は、最悪温度での運用を考えて試験手順を

作成すること。 
 
5.4.10 レーザ（スタンダードハザードレポート HR-10） 
【考え方】 
レーザ搭載にあたっては JIS C6802（放射安全基準）に示されるクラス 3R 以下を目安とする。クラス

3B 以上のレーザを使用する場合は、ユニークハザーレポートで管理し適切な安全対策を実施する。 

 

5.4.10.1 ハザードの概要 
高出力レーザ、または低出力の収束されたレーザ光を要員が受け、皮膚や眼に傷害を与える。 

 

5.4.10.2 適用要求 
 JMR-002B 5.9.2 レーザ 
 JERG-1-007C 4.1.5 光学系 
 JIS C6802 レーザ製品の放射安全基準 
 

5.4.10.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.10.3.1 レーザ設計不備 
 安全基準に適合した設計（スタンダードハザードレポート HR-10 b）の対応） 

- JIS C6802 
- JMR-002B 5.9.2 項 

 上記設計の図面、現品検査（or 機能試験）による確認 
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5.4.10.3.2 意図しないレーザ照射 
 レーザ誤放射防止設計と防護運用（スタンダードハザードレポート HR-10 b）の対応） 

- 電源系のインヒビット設計によるレーザ発信機器への通電遮断と図面、インヒビット機能検査に

よる確認 
- JIS C6802、JERG-1-007C 4.1.5 項に従った運用手順化と保護具着用、危険区域設定・表

示と手順書、実運用による確認 
 JIS C６８０２に示される制御方法を表５－２に示す。 
 国内法規があるものは国内法規を守ることが原則である。この場合、レーザの照射中のハザードと、

意図しない照射の 2 ケースで安全制御を考えること。 

 
表 5-2  JIS C6802「レーザ製品の放射安全基準」に示される安全予防対策 

クラス レーザ使用者の安全予防対策概要 
クラス 1M ・特に必要としない 
クラス 2M ・直視防止（ビームを見続けない） 
クラス 3R ・直視防止（ビームを直接目に入らないようにする） 

・適切な教育／訓練を受けたものによるシステム制御 
クラス 3B ・レーザ安全管理者の任命 

・保護きょう体の使用 
・リモートインターロックコネクタの使

用 
・かぎによる制御 
・ビーム遮断器または減衰器 

・警告表示 
・予期しない鏡面反射の防止 
・目の保護（保護めがね着用） 
・適切な教育／訓練を受けたものによるシステム制御 

クラス 4 ・レーザ安全管理者の任命 
・保護きょう体の使用 
・リモートインターロックコネクタの使

用 
・かぎによる制御 
・ビーム遮断器または減衰器 

・警告表示 
・予期しない鏡面反射の防止 
・目の保護（保護めがね着用） 
・難燃性耐熱物質による保護衣 
・適切な教育／訓練を受けたものによるシステム制御 

 
 
5.4.11 鋭利な端部（シャープエッジ）、角、突起（スタンダードハザードレポート HR-11） 
【考え方】 
衛星構造の鋭利な端部（シャープエッジ）、角、突起部はこれらと人体との接触で、要員負傷に繋がる

可能性があるため、この除去設計が必要である。 

 
5.4.11.1 ハザードの概要 
 小型副衛星、及び GSE の鋭利な端部（シャープエッジ）、角・突起部への接触による要員の受傷 
 
5.4.11.2 適用要求 
 JMR-002B 5.1.5 シャープエッジ／5.1.6 ボルト長／5.10.2.3 人体に対する防護 
 JERG-1-007C 4.1.8.2 保護具 
 
5.4.11.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.11.3.1 鋭利な端部（シャープエッジ）、角、突起と要員との接触 
 鋭利な端部（シャープエッジ）、角、突起を除去する設計の実施と現品の検査（スタンダードハザード

レポート HR-11 b）の対応） 
- 制御は角部の R 加工、バリの除去 
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- 検証は製造図面及び、製品の検査記録 
 鋭利な端部（シャープエッジ）、角、突起部を考慮した運用（スタンダードハザードレポート HR-11 c）

の対応） 
- 処理できない鋭利な端部（シャープエッジ）、角、突起部が残る場合の保護具（手袋）、保護カ

バー（突起部）による運用を手順化し、その手順書で確認する。 
 

* スタンダードハザードレポート HR-11 a)で社内規定等に基づくバリ除去とあるが、通常の小型

副衛星では社内規定等は存在しないため、上記の通り、スタンダードハザードレポート HR-11 
b）、及び必要に応じて c)を実施する。 

 

 

 

 

5.4.12 地震（スタンダードハザードレポート HR-12） 
【考え方】 
地震により、衛星・GSE の移動・転倒・落下は要員の死傷、ロケット、主衛星及び他ペイロードの損失

などカタストロフィックなハザードに繋がる可能性がある 

 

5.4.12.1 ハザードの概要 
試験、運用中の地震発生により 

 小型副衛星、GSE が移動、転倒、落下し、要員の死傷、システムの損傷・喪失に至る 
 高所作業中に要員が落下し死傷する * 

* 但し、5.4.4 項より小型副衛星では高所作業はない。 
従って、高所作業中の要員の落下は、ハザードの識別は不要である。 

 
なお、本スタンダードハザードレポートは地震時の要員に対するハザード制御を整理したものである。

GSE の転倒防止設計については、ユニークハザードレポートで管理すること（詳細は本書 5.5.3 項参

照）。 

 

5.4.12.2 適用要求 
 JERG-1-007C 4.1.1.4.4 津波及び地震 
 
5.4.12.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.4.12.3.1 不適切な応急措置、退避 
 地震・非常時の対応、運用手順の設定（スタンダードハザードレポート HR-11 a）の対応） 

- 要求に対応した運用、非常時対処の手順化 
 
5.4.12.3.2 小型副衛星、GSE の横移動、転倒 
 運用手順の設定（スタンダードハザードレポート HR-11 b)の対応） 

- GSE は状況により転倒防止策（ラッシング）を実施 
- 転倒解析 

 
5.5 ユニークハザード解析のガイドライン 

5.3 項で識別したハザードのうち、5.4 項のスタンダードハザードレポート上に識別されていないもの、

及びスタンダードハザードレポートでのハザード制御を適用できない場合は、ユニークハザードレポート

で管理していく。ユニークハザードレポートは添付 ２の標準ハザードレポート様式を使用すること。 
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次項以降にユニークハザードとその原因、原因ごとに制御、検証の考え方と注意すべき事項を整理す

る。なお、各項で識別されるハザード原因等は一般例であるため、小型副衛星の設計に応じたハザード

解析を実施し適切なハザード原因の識別、制御・検証の設定を実施すること。 

ユニークハザードは小型副衛星ごとに識別されるもので、次項以降がすべてではない。原因について

も同様である。 

 
5.5.1 構造破壊 
【考え方】 
小型副衛星の構造破壊は、ロケット飛行および主衛星及び他ペイロードへの影響から、通常、カタスト

ロフィックハザードと見なす。カタストロフィックハザードではないとするためには、小型副衛星破壊の影響

が、限定的であることを論証する必要がある。 

 
5.5.1.1 ハザードの概要 
(1) 地上取扱時 

地上試験（振動試験、衝撃試験）、運搬時の衛星構造破壊による、構体、構造部材等の飛散物により

要員の受傷に至る。 

(2) 打上げ時 
ロケット打上げ中の静加速度、振動、衝撃荷重によりフェアリング内で衛星構造が破壊し、ロケット、主

衛星及び他ペイロードの喪失に至る。 

 
5.5.1.2 適用要求 
 JMR-002B 5.2.1 構造解析、5.2.2 構造設計 
 JERG-4-011A 公募小型衛星／H-ⅡA ユーザーズマニュアル 
 JERG-2-320A 構造設計標準 
 CSA-111030 ロケットペイロード安全解析における構造強度検証の考え方 
 CSA-112023 公募相乗り衛星における応力腐食割れへの対応ガイドライン 
 CSA-113003 ロケット・人工衛星の機械部品及び構造材料選定の基礎技術 
 
5.5.1.3 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
5.5.1.3.1 不適切な設計 
不適切な構造設計によるハザード（構造破壊）の内容は 

- ロケット打上げ飛行時の荷重条件（静加速度、正弦波、ランダム振動加速度）に対する適切な安

全係数が考慮された設計になっていないことによる構造破壊 
- 剛性要求を満たしていないことにより、ロケット振動との連成によりロケット飛行制御に影響を与え

る、または、連成振動の増大による構造破壊 
- 吊り具取付け点の強度不足 
これらのハザード原因を制御、検証する必要がある。 

 

 

(1) 剛性（JERG-4-011A 4.5.1.1.4 項参照） 
 固有値解析により剛性要求を満足していることを確認する。ここでは衛星とインタフェースする他構

造との境界条件を以下に示す。 
- 10cm 級小型副衛星：J-POD とのインタフェース点 8 箇所の境界条件 
- PAF 搭載小型副衛星：衛星後端部（衛星インタフェースフレーム／衛星インタフェース） 

 解析結果の妥当性は振動試験により検証され、結果の比較検討を行いモデルの合わせ込みを実
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施する。 
(2) 強度（CSA-111030 ４項、JERG-2-320A 参照） 
 静強度解析により構造各部位の強度評価を実施し、構造強度的に問題ないことを示す必要があ

る。 
構造検証に関しては、構造解析モデルのコリレーションの妥当性、輸送時の最大荷重の評価などを

検討すること。 

 解析前提条件 
- 構造境界条件 
- 妥当性が確認された解析モデル 

 解析荷重条件 
小型副衛星 ICD にて規定されている加速度条件に基づき解析荷重条件を設定する。 

解析荷重条件には静加速度、正弦波振動加速度、ランダム振動加速度条件が設定されている。 

特に、正弦波、ランダム振動加速度条件を静加速度荷重として扱う際の考え方を示すこと（受入試験

レベル／認定試験レベル、構造体共振と周波数帯の扱い方などを明示する。） 

また、衛星ハンドリング等の地上取扱時の荷重も考慮すること。なお、実際にフライト品の輸送中に加

わった加速度が解析条件を超えなったことをショックセンサ等で確認すること。 

 強度評価は降伏、および破壊に対する安全余裕（MS）により実施される。 
 安全余裕の評価においては以下の要求がある。 

－降伏、破壊に対する安全係数 *の設定 
 

PFM 衛星本体に対し 降伏：1.25、破壊（終極）：1.5 
FM 衛星本体の吊り具取付け点に対し 降伏：1.5、終極：2.0 

 
- 人工衛星機械設計基準では安全係数を“荷重係数”として制限荷重に乗じている 

評価結果の妥当性を証明するために、構造材料強度（降伏強度 or 0.2％耐力／破棄強度）は

この根拠（出典）を明確にする。 
 機械環境試験（振動、衝撃試験）での構体の変形・損傷がないことの確認は有意な検証の１つであ

る。なお、衛星吊り点、取り付け点の強度検証は上記の解析のみでよく、試験検証は実施しなくても

よい。 
（3） ベントホール（JERG-2-320A 4.3.6.2 項） 
 打上げ時の減圧によって構造（主構造、密閉筺体など）破壊が生じないようベントホールを有するこ

と。解析により充分なベントホールであることを検証すること。 
 衛星構造体は、構体からの空気の逃げ道の妥当性、内部パネルや内部構体は空気流路が適正に

形成されているか確認する。また構成機器としての電気ボックス、電池ケース、及びカメラのレンズ間

等に対してもベントホールを有すること。 
 ミッション機器などの密閉構造の場合は 1 気圧の機体に対する構造評価をおこなうこと。 
 
5.5.1.3.2 不適切な材料・ファスナ選定（CSA-112023,CSA-113003 表 3.2.4.5-3 参照） 
 衛星構造設計に使用する構造材料、ファスナは適切な強度、応力腐食耐性を有するものを選定す

ること。使用する材料は上記の材料特性を保証するために材料証明（ミルシート、複合材料は製造

記録・検査成績書等）を入手し確認すること。 
 複合材料等、強度データがない場合は、クーポン試験等により確認すること。 
 非金属材料は有効寿命、保管条件を満足していることを確認すること。 
 応力腐食耐性については、信頼できるデータベースにて耐性が十分と判断される材料を選択する

こと。例えば、MSFC-STD-３０２９ ‘Guidelines for the selection for stress corrosion cracking 
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resistance in sodium chloride environments’ のグレード A（high resistance）であるもの。 
 ファスナは MIL 規格のような公知の規格に基づいて製造され、強度が保証されており、かつ材質が

非磁性体であるファスナを使用すること。 
 

 

5.5.1.3.3 疲労損傷（JERG-2-320A 5.11 項参照） 
 小型副衛星の主構造及び小型副衛星側にて開発する衛星分離部は、環境試験及びフライト環境

で作用する繰り返し荷重により蓄積される累積疲労に対し、損傷及び機能の劣化を生じないように

設計すること。 
 設計検証は累積疲労損傷解析により実施される。これは“フライト品が地上試験、フライト中に負荷

される疲労指標” と“累積疲労評価用モデル（STM、EM 等）で検証された疲労指標”との比により

実施される。 
 

5.5.1.3.4 ファスナの緩み（JERG-2-320A 4.3.8.1 項） 
 地上取扱中、打上げ中に構造組立・結合部でのファスナの緩みによる構造変形、破壊ハザードを

制御するために、各部材結合部（ファスナ）は以下により管理する必要がある。 
- トルク管理（規定と記録）*、及び緩み止め措置（ロックタイトなど） 

* トルク値はファスナサイズ、材質により設計する必要がある。 
通常これらは、図面、手順書により規定される（5.5.1.3.5 関連）。 

 また、上記ファスナ管理の妥当性の検証としては、組付け時の規定どおりのトルク締め、緩み止め施

工結果の検査・記録、実施環境試験（振動、衝撃）で緩みがないことを確認すること。 
 ファスナ１個所当たりに作用する荷重は、初期締めつけ張力を考慮して、使用するファスナに対する

許容荷重を超えないように設計すること。 
 
5.5.1.3.5 不適切な製造・組立 
 衛星製造・組立に使用する部材は、5.5.1.3.2 項で記したように、材料証明等により設計どおりであ

ることが確認できるものとなっていること。 
 設計どおりに製造・組立が実施されるために、図面、組立手順書等により規定・指示される。 
 この妥当性の検証は以下により実施される。 

- 製造・組立結果の検査（記録） 
- 環境試験（振動・衝撃）後に構体損傷、ファスナ緩みなどがないことの検査（確認） 

EM（STM）にて設計・検証を実施し、設計・製造手順も含めたなフィードバックをおこない、フラ

イト品にてワークマンシップも含めた検証がなされることが通常である。 
 
＜注意事項＞ 

小型副衛星では、安全検証終了後にパネルの一部を外して、バッテリ充電や、ソフトウェアの書き換え

などの追加作業が行われる場合が少なくない。その場合、構造の再分解／組立が発生し、ワークマンシ

ップエラーの確認に原則振動試験を行い、不適切な製造・組立の再検証を行うこと。特定のボルトの再

取付の場合で、トルク管理などの品質確認を行うことで再検証のための試験を省略するには必ず JAXA
システム安全審査部会で作業の妥当性の審査を受けること。 

 
5.5.2 展開機構の意図しない展開 
【考え方】 
ロケット打上げ中の小型副衛星展開機構の意図しない展開は、展開物が破壊・飛散することにより、ロ

ケット飛行および主衛星及び他ペイロードに影響することから、通常、カタストロフィックハザードと見なし

ている。カタストロフィックハザードではないとするためには、小型副衛星展開機構の誤展開の影響が、

限定的であることを論証する必要がある。 
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また、地上作業中の展開機構の意図しない展開が要員へ負傷を及ぼすかどうかも評価する。 

5.5.2.1 ハザードの概要 
（１） 地上取扱時 

JAXA 施設内での作業中における意図しない展開により、展開物が要員に衝突し、要員の傷害に至

る。 

（２） 打上げ時 
打ち上げ中における意図しない展開により放出された展開物が、ロケット・主衛星及び他ペイロードに

衝突し、ロケット・主衛星及び他ペイロードに対し破局的な損傷を与える。 

 

5.5.2.2 適用要求 
 JMR-002B 5.1.1.2 故障許容設計要求、5.1.1.3 事故に繋がる機能の抑制（ハザーダス機能の

抑制）、5.1.1.4 リスク最小化設計、5.2.3 機構設計 
 CSA-111006 ロケットペイロードの機構に対するシステム安全上の取り扱い 
 CSA-112040A 小型衛星非金属ロックワイヤに関する安全チェックリスト 
 CSA-112052 JMR-002B 5.1.1.3 インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 
 
5.5.2.3 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
5.5.2.3.1 機構系の故障または機構系の不適切な設計 

展開機構を保持するための機構系が故障した場合または不適切な設計で破壊が生じると展開機構の

誤展開が生じる。これらのハザード原因を制御、検証する必要がある。 

 
 保持解放機構に使用するメカニズムは、以下の判断基準により適用すべき制御アプローチが異なる

ため、ハザード制御を設定する際に評価すること。 
 
【リスク最小化設計の適用が可能なシステムの定義】 

「安全な状態」を維持する上で、材料強度の要素を主に利用する系。 

【故障許容設計の適用が必要なシステムの定義】 
「安全な状態」を維持する上で、材料強度以外の要素（磁力、摩擦力、スプリング等）も積極的に利用

する系。 

 
 小型副衛星で頻繁に利用されるナイロン製、ポリエチレン製等の「非金属ロックワイヤ」は、上記の

「リスク最小化設計の適用が可能なシステム」に該当する。ハザード制御として考慮が必要な内容

は”CSA-112040A 小型衛星非金属ロックワイヤに関する安全チェックリスト”に整理されているため

参照し、ハザード制御を設定、検証を実施すること。 
 非火工品アクチュエータ（NEA）を保持解放機構に使用する場合、磁力、摩擦力、スプリング等で

安全な状態の維持を確保するものもあるため、上記の判断基準に従い適用すべき制御アプローチ

を評価すること。なお、磁力、摩擦力、スプリング等で安全な状態を維持する機構であっても、リスク

最小化設計を適用できるアプローチがある。”CSA-111006 ロケットペイロードの機構に対するシス

テム安全上の取り扱い”にその考え方が示されている。詳細は CSA-111006 を参照しハザード制御

を設定、検証を実施すること。また、JAXA 担当窓口／安全・信頼性推進部と詳細を調整すること。 
 機構の種類によらず、機構部品を固定する構造部材の破壊も展開機構の誤展開に繋がるため、

5.5.1.3項に示す構造評価を実施すること。なお、構造破壊ハザードレポートのなかで当該個所も管

理する場合は、その旨本ハザードレポートに明記する。 
 
5.5.2.3.2 電気系の故障または電気系の不適切な設計 

展開機構を駆動するための電気系の故障または不適切な設計で展開機構の誤展開が生じる。これら

のハザードを制御、検証する必要がある。 
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 展開機構の誤展開に対して、通常は電源ラインにインヒビットを設けることにより、意図しない動作を

制御する。打ち上げ中の誤展開はカタストロフィックハザードと識別されることがほとんどであり、2 故

障許容設計が要求され 3 インヒビットが必要となる。 
 インヒビットの故障許容設計は、電気回路図を用い、その成立性を示すこと。 

- JMR-002B 5.1.1.3(1)で要求されるように、3つのインヒビットのうち1インヒビットはリターン側に

あることが望ましい（リターン側にインヒビットがない場合、電源がハザーダスな機器の直前で短

絡すると意図せぬ誤展開が短絡 1 故障で発生する）。リターン側に設置できない場合は、その

ような短絡モードがないことを示す。 
- JMR-002B 5.1.1.3(1)で要求されるように、インヒビットのモニタ機能を持つことを図示する（振

動、衝撃試験中のインヒビット反転有無、及び小型副衛星引き渡し前のインヒビット健全性確認

でインヒビットが確実に設定されていることの確認のために必要な機能である。なお、

JMR-002B 5.1.1.3(1)で規定される「3 つのインヒビットの内、少なくとも 2 つはモニタが出来る

こと。」で要求される2モニタは小型副衛星引き渡し前のインヒビット健全性確認で必要なモニタ

数である（詳細は CSA-112052 を確認のこと）。振動、衝撃試験中のインヒビット反転有無は 3
インヒビット全てのモニタが必要である。 

- インヒビットの制御系に遮断機能をいくつ設置してもインヒビットとは認められないため、インヒビ

ット数を数える場合に注意が必要である（図 5-7 参照）。 
- 複数のインヒビットを解除するコマンドが同一コンポーネントを経由する場合は、その制御系の

独立性を説明する必要がある。複数のインヒビットが同時に無効になる故障がある場合は、そ

れらのインヒビットは独立と認められず、１つのインヒビットにみなす。 
 インヒビットの検証は以下の項目を実施する。 

- 図面によりインヒビットの検査を行う（スケマティクスでは全ての電子回路を示していないことから、

3 つのインヒビット間にまたがるパスがないこと等を設計図面で確認する必要がある）。 
- 機能試験（スイッチのオン・オフ確認等）によるインヒビットの健全性確認を行う。 
- リレーの耐振動性を振動試験・衝撃試験（EM および FM）で確認する（リレーが反転しないこと

の確認）。 
（FET スイッチをインヒビットとして使用する場合は、インヒビットの共通故障要因となる RF 耐性

をスタンダードハザードレポート HR-2 で確認すること） 
- 小型副衛星引き渡し前にインヒビット健全性確認を実施すること（３インヒビットのうち少なくとも２

インヒビットをモニタし、適切に電源遮断していることを確認する） 
 
 JAXA 施設内作業中の要員への被害に対する制御と、打ち上げ中の誤展開に対する制御で、有

効となるインヒビットが異なる場合、運用フェーズ毎に制御を整理すること（例えば、作業中ではフラ

イトピンがハザード制御として使用される場合がある）。 
 

 
＜注意事項＞ 

機構の一部は構造と扱え、その部位はリスク最小化のアプローチが取れる。小型副衛星の展開機構

の把持にはナイロン線が用いられ、ナイロン線は強度が正しく評価できれば構造と見なせ、リスク最小化

のアプローチの制御が図れる。ただし、ナイロン線は非金属であり結び目を含めた強度の不確定性など

から、フェイルセーフのアプローチを CSA-112040A で要求している。 
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図 5-7 2 故障許容設計として認められない例 

 
図中のインビット#1 は SW#1-1、インヒビット#2 は SW#2-1, SW#2-2 で On/Off 制御されている。イン

ヒビット#1、#2 を解除するには SW#1-1, #2-1, #2-2 の 3 つの解除（故障）が必要ではあるがこれは制御

ラインの故障許容性を示しているにすぎない。電源ライン上のインヒビット#1, インヒビット#2が On故障し

た場合は 2 故障でハザーダスな機能が動作するため、本設計は 1 故障許容設計である。 

 
5.5.3 重量物ハンドリング機器の不適切な設計 
【考え方】 
重量物（小型副衛星、GSE）のハンドリング作業として、JAXA 施設への搬入、及び作業準備、また、

施設からの搬出等のときの運搬作業（吊上げ、移動、設置）が想定される。 

この作業において使用するハンドリング治具・装置（吊上げ用治具、スリング、アイボルト）は十分な強

度・設置安定性が求められ、これらの不備が要員死傷や施設損傷などのカタストロフィックハザードに繋

がる。 

 
5.5.3.1 ハザードの概要 
 重量物取扱い作業時での吊上げ物の落下・転倒・衝突による要員の死傷、施設の損傷 
 
5.5.3.2 適用要求 
 JMR-002B  5.10.1 輸送、機材ハンドリング装置 
 

5.5.3.3 考慮すべきハザードの原因とハザード制御、検証 
5.5.3.3.1 重量物ハンドリング装置（吊り具、架台、コンテナ等）の設計不備（材料選定、強度） 
 重量物ハンドリング装置の設計不備に対して、以下のようなハザード制御、検証が一般的に必要で

ある。 
- ハンドリング装置に適切な材料選定を実施する。 

十分な強度、応力腐食耐性のある材料の選定 
- ハンドリング装置に適切な安全係数を適用する。 

強度設計・解析による確認 
保証荷重試験による実体の強度確認 

 ハンドリング装置の範囲は、重量物の吊り上げに使用するワイヤーロープ、アイボルトや移動等に使

用する、架台、コンテナ等である。ハンドリング装置に対する強度設計、保証荷重試験は労働安全

衛生法に定められた最小安全係数及び保証荷重等を満足しなければならない。以下に概要を示

す。 
－吊り具に対する 最小安全係数はワイヤーロープに対しては６、それ以外の吊り具に対しては５と

すること。 
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－吊り具を除いて移動用治具の最小安全係数は、静荷重条件の下で永久変形に対して安全係数

３、定格荷重の 1.5 倍を超える変動荷重条件の下で、永久変形に対して安全係数を２とすること。 
－特に指定がない場合は、保証試験荷重は定格荷重の 2 倍とすること。 
－人を持ち上げたり支持したりする装置は、保証試験荷重条件においても全ての設計機能を満足

しなければならない。 
アイボルト、スリングベルト等の既製品購入に際しては、定格荷重以内の使用荷重であることを確認

する。 
 小型副衛星の JＡＸＡ施設内でのハンドリング作業時において、JAXA が準備したハンドリング治具

を使用する場合は、定格荷重内の使用であることを使用前に確認又は点検すること。 
 
5.5.3.3.2 GSE、専用治具の重心不正 
 GSE、専用治具の転倒防止設計、地震を想定した転倒防止設計を実施すること。 

* 以下に CSA-106043 （JMR-002B 解説 付録-2 “装置類の転倒耐性評価の目安となる転

倒防止角について”）を示す。 

 
装置類の転倒耐性評価の目安となる転倒防止角について 

１．検討結果概要 
作業台車、治工具等（以下、「装置類」という。）の転倒に対する耐性検討の一助とする 
目的で転倒防止角を検討した結果、以下を得た。 

 
震度４に対する目安の転倒防止角  ７度 
震度５弱に対する目安の転倒防止角 15 度 
震度５強に対する目安の転倒防止角 30 度 
 
右図のθ1とθ2の小さい方が上記の転倒防止角以上のとき

に、転倒防止が確保できる。 
 

 
２．装置類の転倒角と転倒防止角の定義 

 
図 1 

 
装置類が傾いて装置の重心位置が接地点Ａを越えると、装置類は転倒する。 

この最小角θを転倒角と定義する。 
装置類を傾けても、装置類は転倒せずに正規の位置に復元する最大角度を転倒防止角と 定

義すると、「転倒角＜転倒防止角」となる。 
 
 

（続く） 

θ1 θ2

：重心位置

θ 

Ａ 
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３．接地点Ａ回りの回転モーメントからの転倒角の算出 
 

 
図 2 

 
装置類の重心位置に水平荷重ｆが加わったとき、装置類の自重 G による接地点まわりの回転モ

ーメントが、ｆによる回転モーメントよりも小さい場合に装置類が転倒する。 
接地点Aから重心位置までの距離をLとすると、図1及び図2から、上記の関係は次式となる。 

G L sin(θ)＜ f L cos(θ) 
G tan(θ) ＜ f 
tan(θ) ＜ f /G 
θ ＜ arctan(f /G)      ･･････････････(1) 
 

４．各震度における水平加速度 
地震の震度と水平加速度との関係は、地震波がランダム波であり、動的応答を考慮する必要が

有るが、震度４においては概略次のようになっている。 
① 河角博士が提唱した「河角の式」では、震度４：25～80 gal 
② 周波数特性を考慮した解析では、震度４：40～110 gal 

(自治体等に設置している｢地震計｣は②の特性で震度を表示する。) 
今回の検討においては、110 gal を震度 4 の水平加速度として採用する。 
また、震度５弱の水平加速度は240galを、震度5強の水平加速度は520galを採用する。 
なお、重力加速度は 980 gal とした。 

 
５．転倒角の計算 

震度４における転倒角 
θ ＜ arctan(f /G) = arctan(110/980) = 6.4 度 
同様にして 
震度 ５弱：240 gal →θ ＜ 13.8 度 
震度 ５強：520 gal →θ ＜ 28.0 度 
を得る。 
測定架（試験装置類）等で転倒防止角 30 度を要求している例が多く、 

震度５強までは倒れ難い要求となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（続く） 

A 

L 
ｆ 

θ 
G 
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６．目安の転倒防止角の設定 
転倒角に対して余裕を見込んで各震度における目安の転倒防止角を、以下のように設定する。 
想定震度 ⇔ 転倒防止角 

・震度４    ７度以上 
・震度５弱  １５度以上 
・震度５強  ３０度以上 

なお、この転倒防止角を確保できない場合でも詳細な追加検討により転倒を防止することを示

すことも可能である。 
 
７．その他注意事項等 

震度が大きくなると水平力に対する摩擦力も考慮する必要があり、装置類が暴走しないようにキ

ャスタのブレーキ等の検討も必要になる。 
人の搭乗がある作業台などの重心位置の設定では、条件となる人の重心の位置（高さ方向、水

平方向の位置）は人の重心が移動することから、装置全体の重心位置が転倒角を最も小さくするよ

うに（転倒しやすい条件での厳しい側の評価）、例えば平面上の重心位置であれば図３のように最

悪の条件（人の重心移動により、全体重心が極端に偏る条件）を考慮する必要がある。 
 

 
 

図３ 装置類平面上の重心位置の例 
 

以上 
 
＜参考＞ 

平成 8 年から平成 19 年 8 月までに次の地域を震源として発生した主な地震での最大震度とそ

の発生回数は、気象庁から公表されているデータによると、 
 

震源地と最大震度 震度４ 震度５弱 震度５強 震度６弱 備考 
茨城県及び茨城県沖 ７回 ５回    
鹿児島県薩摩地方   １回 １回 平成 9 年 3,5 月 
種子島近海  １回   平成 8 年 9 月 

 

以上より、筑波宇宙センターや種子島宇宙センターにおいて使用する高所作業台車等は、震

度５弱以上の地震に対しても耐性を有することが望ましい。 
 

 
図 5-8 CSA-106043（JMR-002B 解説付録-2） 

“装置類の転倒耐性評価の目安となる転倒防止角について” 
  

装置類のみの重心

人の重心

装置類及び人の全体重心
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5.5.3.3.3 小型副衛星側吊り点部の強度不足 
* 具体的な制御、検証方法は 5.5.1.3.1 項（２）で扱う。 
 
5.5.3.3.4 重量物の誤ったハンドリング 
* 具体的な制御、検証方法は 5.4.5 項で扱う。 
 
＜注意事項＞ 

小型副衛星側の吊り点部の強度評価は、本ハザードレポートか、構造破壊のハザードレポートの何れ

かで扱う。 

GSE の強度評価は本ハザードレポートで扱う。なお、JAXA 担当窓口が用意する吊り具等の安全評

価は JAXA 担当窓口のハザードレポートで扱う。 

 
5.5.4 推進薬漏洩、爆発 
【考え方】 
毒性や引火性のある推進薬（ガス、液体）を扱う推進系において推進薬が漏洩すると、要員の中毒に

よる死傷、爆発や火災による要員の死傷、ロケットの飛行への影響、主衛星への汚染等があり、カタストロ

フィックハザードと見なされる。 

カタストロフィックハザードではないとするためには、漏洩の影響が限定的であることを論証する必要が

ある（不活性ガスや希ガスなどは漏洩の影響が限定的であると説明できる場合がある）。 

なお、推進薬の爆発は推進薬漏洩と点火源の存在の 2 つの要因が重なった時に生ずるが、本項では

前者の推進薬漏洩のみを扱い、後者については 5.4.1 項で扱う。 

小型副衛星の推進系としてはフライト品のみを対象とし、JAXA 施設内で扱う可能性のない充填作業

や充填作業に関連する GSE は本項では対象外とする。JAXA 施設内で充填作業等の可能性がある場

合は個別に安全評価を実施すること。 

 

5.5.4.1 ハザードの概要 
(1) 地上取扱時 

JAXA施設内での作業中における推進薬漏洩により、ガス化した推進薬を吸引する中毒による要員の

死傷、爆発や火災による要員の死傷や施設の損傷に至る。 

(2) 打上げ時 
打上げ時に推進薬が漏洩すると爆発や火災、漏洩物による汚染によりロケットの飛行や主衛星及び他

ペイロードに影響を及ぼす。 

 
5.5.4.2 適用要求 
 JMR-002B 5.1.1.2 故障許容設計要求、5.1.1.3 事故に繋がる機能の抑制（ハザーダス機能の

抑制）、5.1.1.4 リスク最小化設計、5.3.1 液体推進システム 
 JERG-0-001 宇宙用高圧ガス機器技術基準 
 JERG-0-003 宇宙用高圧ガス機器技術基準 解説書 
 CSA-112052 JMR002B 5.1.1.3 インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 
 
5.5.4.3 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
5.5.4.3.1 機械的故障または機械系の不適切な設計、製造 
推進薬タンクや流路の構造、弁のような機能部品の故障、または不適切な設計、製造による破壊が生

ずると、推進薬漏洩を生ずる。このハザード原因を制御、検証する必要がある。 
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 推進薬漏洩の可能性があるリークパスに対して漏洩を防止する故障許容設計とする。具体的には

以下のような対策がある。故障許容設計の成立性を確認するために、推進系の系統図（図 5-9 参

照）や注排弁の断面図等でシール部を示すこと。 
- 1 個の弁の「開」作動によって推進薬が外部に射出、漏洩しないこと。弁からの内部漏洩に対し

て 3 重のシールを有すること。 
- 上記の要求に対しての典型的な設計例は、タンクからの推進薬射出経路には推薬弁のみでな

く、間に遮断弁を直列に設け、推薬弁と遮断弁の間には推進薬を充填しない構成とする（例え

ば、ヘリウムガスを充填することで推進弁の 2 シール故障（2 故障後）でもヘリウムガスが漏洩す

るのみで推進薬は漏洩しない設計となる）。遮断弁と推薬弁については経路の合計で 3つのシ

ールを設ける。この例を図 5-9 に示す。また、注排弁には 3 重シールを設ける。内部漏洩試験

により健全性を確認すること。 
 推進薬に対する流体適合性のある材料を選択し、欠陥のない材料を使用する。配管接続等の溶接

部については欠陥を生じないよう工程に配慮する。外部漏洩試験を含む非破壊検査を行なって健

全性を確認すること。溶接部の扱いの詳細については JERG-0-001D 4.2 項、4.7.3 項を参照のこ

と。 
 気密試験（内部漏洩試験、外部漏洩試験を含む）については、漏洩量が規定値以下であることを確

認する。使用ガスはシール性を含む推進系の性能を劣化させるものでないこと。詳細は

JERG-0-001D 4.7.5 項による。 
 推進系の加圧による破壊によっても推進薬漏洩を生ずる。これに対応する制御については 5.5.5 項

で扱う。 
 有毒な推進薬の漏洩等の異常時に備えて、ロケットに搭載した状態においても推進薬を安全に排

出できるようにすること（JMR-002B 5.3.1.3 項 (12)参照）。小型副衛星では通常扱わない射場作

業を含むことや、最終的な必要性の有無確認等、詳細については JAXA 担当窓口／安全・信頼性

推進部と事前確認、調整を行うこと。 
 
5.5.4.3.2 電気的故障または電気系の不適切な設計 
推薬弁や遮断弁を駆動する電気系が故障または不適切な設計で意図しないタイミングで通電すると

推進薬漏洩が生ずる。このハザード原因を制御、検証する必要がある。 

 
 推進薬の射出動作は、独立した 3 つの電気的インヒビットを有する回路で制御すること。即ち、遮断

弁と推薬弁の 2 つの弁を動作させるのに、合計で独立な 3 つのインヒビットを設ける。 
独立な 3 インヒビットの構成の詳細は 5.5.2.3.2 項と共通であるため参照のこと。 
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図 5-9 推進系の構成図 

 
5.5.5 圧力システム破裂 
【考え方】 
加圧流体（小型副衛星ではガスボトルや推進系等が対象となる可能性がある）を扱う圧力システムが

圧力に耐えられなくなって破裂した場合、破片飛散が生じて要員の死傷や施設設備の損傷、ロケット飛

行および主衛星及び他ペイロードに損傷を与えることから、カタストロフィックハザードと見なしている。カ

タストロフィックハザードではないとするためには、破裂の影響が、限定的であることを論証する必要があ

る。 

なお、本項の圧力システムとしてはフライト品のみを対象とし、JAXA 施設内で扱う可能性のない気密

試験や充填作業、およびその作業に関連する GSE は本項では対象外とする。JAXA 施設内で充填作

業等の可能性がある場合は個別にJAXA担当窓口／安全・信頼性推進部と調整し、安全評価を実施す

ること。 

 
5.5.5.1 ハザードの概要 
(1) 地上取扱時 

JAXA 施設内での作業中における圧力システム破裂により破片飛散が生じ、人員や施設設備に衝突

して人員の死傷や施設設備の損傷に至る。 

(2) 打上げ時 
打ち上げ中における圧力システム破裂により破片飛散が生じ、ロケット・主衛星及び他ペイロードに衝

突してロケット飛行や主衛星及び他ペイロードに破局的な損傷を与える。 

 
5.5.5.2 適用要求 
圧力システム破裂に対するハザード制御・検証を検討する上で考慮すべき安全要求や解釈を以下に

示す。 

 JMR-002B 5.1.1.2 故障許容設計要求、5.1.1.4 リスク最小化設計、5.4 圧力システム 
 JERG-0-001D 宇宙用高圧ガス機器技術基準 
 JERG-0-003D 宇宙用高圧ガス機器技術基準 解説書 

 

遮断弁２ 遮断弁１ 

推薬弁 

1A 2A 1B 2B 

タンク 

圧力計 

フィルタ 

ヘリウムガス 

推進薬 

推進薬注排弁 

ガス注排弁 

注排弁１ 注排弁２ 

１シール 

２シール 

Ｐ 

ヘリウムガス等

の充填 
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5.5.5.3 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
5.5.5.3.1 不適切な設計、製造 

圧力システムを不適切に設計すると、使用圧力で降伏や、破壊（破裂）を生ずる。このハザード原因に

対し、フライト品について以下のようにリスク最小化設計を基本として制御し、検証する必要がある。 

 
 圧力システムの設計には、JERG-0-001D 宇宙用高圧ガス機器技術基準または高圧ガス保安法の

要求に従うこと。JERG-0-001D の概要を以下に整理する。 
(1) JERG-0-001D 2.1 項の開発フローに従って設計、製造を行い、検証する。ただし、購入品等

の既開発品については要求適合が免除される場合があるので、詳細は JERG-0-001D 2.2 項

を参照のこと。 
(2) 主な設計の内容は、高圧ガス機器として材料強度に対する安全係数が与えられ、最大予想使

用圧力（MEOP）のもとでの板厚を算定する。（フライト品は軽量化の必要があるため、フライト

品の安全係数については高圧ガス保安法等の法令より小さな値をとることが許容され、使用状

況や部位に応じて細かく区分され設定されている）。さらに、圧力荷重と打上げ時の荷重が複

合した場合の、材料強度に対する安全係数も与えられているため設計に反映すること。詳細は

JERG-0-001D 3.1～3.4 項を参照のこと。 
(3) 設計の立証方法として、小型副衛星で想定される危険流体を含まない場合には、応力解析を

行い、LBB（Leak Before Burst）が成立すれば、疲労損傷解析、受入試験（耐圧試験、気密

試験）、認定試験（振動試験、加圧サイクル試験、破壊圧試験または破壊試験）を行う。 
危険流体を含む場合には、疲労損傷解析の代わりに亀裂進展解析等が必要になる。 
詳細は JERG-0-001D 3.5 項を参照のこと。 

 
 MEOP の設定は 2 故障まで考慮した値とする。例えば高圧側と低圧側が１つの遮断弁で仕切られ

ている場合、遮断弁の１故障により低圧側にも高圧側の圧力が負荷される。そのため低圧側の

MEOP も高圧側と同等とする。逆に、低圧側の MEOP を高圧側より低くとる場合には、例えば遮断

弁や調圧弁等の 3 つの直列な弁で仕切るなど 2 故障時でも MEOP を超えない設計とする必要が

ある。または、MEOPの 110%以下で作動する圧力リリーフ装置の設置により、故障時でも低圧側の

MEOP を維持するシステム等も想定される。このような故障許容性を確認するためにも、図 5-9 の

ような圧力システムの全体構成を系統図（スケマティックやブロック図等）で示すこと。 
 打上げ環境や、ヒータ誤動作時（システムに保温用ヒータを持ち、ヒータスイッチの 2 故障時にヒータ

が ON となる場合）を考慮した最高温度条件を熱解析する。この温度条件下でのガス圧（MEOP 以

内）や材料強度が強度設計に反映されること。なお、ヒータを持っていても、2 故障時にヒータ誤動

作しない場合はその旨示すこと。 
 逆止弁等の方向性を有する部品については、逆方向に取付けられると部品が飛び出したり、ガスが

漏れたりして危害を与える可能性がある。この場合、誤って取付けることのできない設計とすることが

望ましいが、それができない場合には、識別記号を付ける等の製造上の配慮をすること

（JMR-002B 5.4.1 (5)参照）。 
 圧力システムからの危険流体漏洩時等の異常時が生じる可能性がある場合、ロケットに搭載した状

態でも安全に減圧できるように設計することや、遠隔で監視、操作できるように設計することが必要

になる場合がある（JMR-002B 5.4.1 (7)、5.4.4 参照）。詳細は JAXA 担当窓口／安全・信頼性推

進部との事前確認、調整を行うこと。 
 
5.5.6 電波放射 
【考え方】 
ロケット打上げ中の小型副衛星からの意図しない電波放射がロケットの許容電界レベルを超える可能

性があり、ロケット飛行に影響することから、カタストロフィックハザードと見なしている。 

また、地上作業中の意図しない電波放射が要員へ受傷を及ぼすかどうかも評価する必要がある。 

なお、小型副衛星では通常JAXA施設内で電波放射試験を実施しないため、放射試験時のハザード



JERG-2-025 

56 

は本項では対象外とする。 

 
5.5.6.1 ハザードの概要 
(1) 地上取扱時 

JAXA 施設内での作業中における意図しない電波放射により、人員の障害に至る。 

(2) 打上げ時 
打ち上げ中における意図しない電波放射が、ロケット飛行に影響を与えロケット・主衛星及び他ペイロ

ードに対し破局的な損傷を与える。 

 
5.5.6.2 適用要求 
 JMR-002B 5.1.1.2 故障許容設計要求、5.1.1.3 事故に繋がる機能の抑制（ハザーダス機能の

抑制） 
 CSA-109013 “JMR-002B 5.7(3) 電波放射系の人体に対する防護”の解釈 
 CSA-110015 H-IIA 相乗り小型衛星のロケット分離後の RF 誤放射ハザードの考え方 
 CSA-112052 JMR002B 5.1.1.3 インヒビットモニタに対する安全要求の解釈 
 JERG-4-011A 公募小型衛星／H-ⅡA ユーザーズマニュアル 
 
5.5.6.3 ハザードの被害の度合いの評価 
(1) 打ち上げ時のロケットに対する被害の度合いの評価 

小型副衛星から万が一意図せず放射した電波がロケットの許容電界レベルを超える強度である可能

性があり、カタストロフィックハザードと識別しユニークハザードレポートでの管理が必要となる。 

 
JERG-4-011A 公募小型衛星／H-ⅡAユーザーズマニュアル4.4.4項に「衛星分離後のRF放射は

衛星分離後 200 秒以降とする。」とあるが、小型副衛星のロケット分離後のロケットからの要求のため、ハ

ザード解析の対象とはならない。本要求の適合は、JAXA 担当等窓口が行う適合性審査で確認される。 

 
(2) 地上取扱時の人体に対する被害の度合いの評価（CSA-109013 参照） 

地上取扱時の人体に対する電波放射の被害の度合いは、CSA-109013 “JMR-002B 5.7(3) 電波放

射系の人体に対する防護”の解釈に従い決定する。 

小型副衛星の電波放射源の周波数、定格出力、利得（または EIRP：等価等方輻射電力）を明確にし、

CSA-109013に基づき出力または安全距離からハザードの被害の大きさを検討すること。カタストロフィッ

クハザード、クリティカルハザードに識別される場合はハザードレポートでの管理が必要となる。マージナ

ルハザードであればハザードレポートでの管理が不要であるが、判断した根拠を安全データパッケージ

の中（例えば衛星概要説明等）で示すこと。CSA-109013 の概要を図 5-10 に示す。 

 
5.5.6.4 考慮すべきハザード原因とハザード制御、検証 
5.5.6.4.1 電気的故障または電気系の不適切な設計 
電波放射系を駆動するための電気系が故障または不適切な設計で意図しないタイミングで通電すると

意図せぬ電波放射が生じる。これらのハザードを制御、検証する必要がある。 

 
 電波放射に対して、通常は電源ラインにインヒビットを設けることにより、意図しない動作を制御する。

ハザード制御、検証や注意すべき項目は”5.5.2.3.2 電気系の故障または電気系の不適切な設計”
と共通するため、当該項を参照すること。 
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図 5-10 CSA-109013 電波放射系の人体への被害の度合いの評価方法 概要 
 
5.6 ハザード解析のまとめ 

5.1～5.5 項で説明したハザード解析について、スタンダードハザードを表 5-3 に、ユニークハザード

を表 5-4 にまとめている。 

また、各ハザード解析を行うことで作成する文書例の一覧を、添付―３に示す。ハザード解析で作成し

た文書は、安全データパッケージ（SDP）の源泉データとして安全審査で審査を受ける文書である。 

 

CSA-109013「“JMR-002B 5.7(3) 電波放射系の人体に対する防護”の解釈」 
 電磁放射源の周波数 300MHz 以上（アマチュア無線帯、S バンド・K バンド帯等が

主な対象） 
 
<Step1> 
小型衛星の周波数、定格出力、アンテナゲインなどを明確にする。 
<Step2> 
以下のクライテリアに満足すれば、マージナルハザードと識別する。 
（a） 周波数 3GHz 未満、かつ 
（b） 空中線電力：20W 以下@放射源から 10cm 以上離れた空間でのみ作業する場合 

空中線電力：200mW 以下@放射源から 10cm 以内で作業する場合 
<Step3> 
以下のクライテリアに満足すれば、マージナルハザードと識別する。 
安全距離を算出し、1.4m 以内、偶発的なアクセスのみの場合 
<Step4> 
空中線電力：200W 未満@クリティカルハザード 
空中線電力：200W 以上@カタストロフィックハザード 
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表 5-3 小型副衛星の典型的なハザード一覧（スタンダードハザード） 
 

 ハザードタイトル JMR-002B 
の要求項番 

JERG-1-007C 
の要求項番 

関連文書 
（解釈書類） 

安 全 設 計 
除去 故障許容 リスク最小化 安全装置 保護装置 警報装置 手順/訓練 

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
・ハ
ザ
ー
ド 

HR-1 爆発性危険雰囲気内の 
発火 

5.1.2 
付録 II 

4.1.2 
4.1.1 
4.1.8.2 

CSA-109009B 

○ 
錆の除去 
推薬充填

時の隔離 

○ 
通電の遮断 

（３インヒビット）   
○ 

防爆仕様   

HR-2 電磁適合性 5.6 
5.7    

○ 
通電の遮断 

（３インヒビット）      

HR-3 感電 5.6 
5.10 

4.1.1 
4.6  

○ 
30V以下の

AGE/GSE
の使用 

     

○ 
民生機器の取

説通りの使用 

HR-4 高所作業における 
要員の墜落  

4.1.1 
4.1.8.2 
4.1.8.4 
4.1.8.7 

    
○ 

床、手すり 

○ 
安全帯、 

工具落下防止

テザー、ネット 
  

HR-5 重量物運搬作業での 
吊上げ物の落下、衝突  

4.1.1.2 
4.1.8.2 
4.1.8.4 
4.2 

       

○ 
20ｋg/1 人以下

のハンドリング 

HR-6 バッテリ破裂・電解液リーク 5.6.3  
CSA-108024B 
CSA-112051  

○ 
通電の遮断 

（３インヒビット） 

○ 
二重絶縁 

2 つの保護機能     

HR-7 酸欠  4.1.1.2.1(10) 
4.1.2.2(3)      

○ 
スケープスーツ 

○ 
酸素濃度計 

○ 
酸欠危険雰囲

気内のアクセス

手順 

HR-8 騒音  4.1.6 
4.1.8.2(7)      

○ 
耳栓   

HR-9 高温・低温表面による 
要因負傷  4.1.8.3(5)   

○ 
通電の遮断 

（３インヒビット）   
○ 

カバー、手袋   

HR-1
0 レーザ 5.9.2 4.1.5 JIS C6802  

○ 
通電の遮断 

（３インヒビット）   
○ 

メガネ、カバー 

○ 
人払いの警報

装置  

HR-1
1 鋭利な端部、角、突起 

5.1.5 
5.1.6 
5.10.2.3 

4.1.8.2  
○ 

バリ,返りの

除去    
○ 

カバー、手袋   

HR-1
2 地震  4.1.1.4.4        

○ 
非常時の対応 

  



JERG-2-025 

59 

表 5-4 小型副衛星の典型的なハザード一覧（ユニークハザード） 
 

 ハザードタイトル JMR-002B
の要求項番 

JERG-1-007C
の要求項番 

関連文書 
（解釈書類） 

安 全 設 計 
除去 故障許容 リスク最小化 安全装置 保護装置 警報装置 手順/訓練 

ユ
ニ
ー
ク
・ハ
ザ
ー
ド 

UHR-1 構造破壊 5.2.1 
5.2.2  

JERG-4-011A 
JERG-2-005C 
JERG-2-320A 
CSA-111030 
CSA-112023 
CSA-113003D 

  
○ 

安全余裕が 
十分ある設計 

    

UHR-2 展開機構の意図しない展開 
5.1.12 
5.1.1.3 
5.1.1.4 
5.2.3 

 
CSA-111006 
CSA-112040A 
CSA-112052 

 
○ 

通電の遮断 
（３インヒビット） 

○ 
一部の機構部品

に対し安全余裕

が十分ある設計 

    

UHR-3 重量物ハンドリング機器等の 
不適切な設計 5.10.1   ○ 

転倒解析  

○ 
安全余裕が 
十分ある設計 

   

○ 
20ｋg/1 人以

下のハンドリ

ング 

UHR-4 推進薬漏洩、爆発 
5.1.1.2 
5.1.1.3 
5.1.1.4 
5.3.1 

 
JERG-0-001D 
JERG-0-003D 
CSA-112052 

○ 
電源遮断 

○ 
内部リークパス 
の 3 重シール 
電源遮断 

（３インヒビット） 

○ 
外部部リーク 
パスの２重シー

ル 

    

UHR-5 圧力システム破裂 5.1.1.2 
5.1.1.4  JERG-0-001D 

JERG-0-003D  

○ 
2 故障許容を考慮

した MEOP の設

定 

○ 
安全余裕が 
十分ある設計 

    

UHR-6 電波放射 
5.1.1.2 
5.1.1.3 
5.1.7 

 
CSA-109013 
CSA-110015 
CSA-112052 

○ 
マージナブル

レベルの放射 

○ 
通電の遮断 

（３インヒビット）      
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6. スペースデブリ発生防止 
小型副衛星のシステム安全活動ではスペースデブリ発生防止も考慮しなければならない。具体的には

適用文書である JMR-003C スペースデブリ発生防止標準への要求適合性を示す。 

衛星分離後も展開物の保持解放機構の部品の飛散などのスペースデブリ発生防止に努めなければ

ならない。 

ここでは JMR-003C で特に注意が必要な項目について解説する。詳細は、JMR-003C 及びその解

説書（JERG-0-056 宇宙機用デブリ対策 設計・運用マニュアル）を参照のこと。 

 
6.1 軌道寿命（JMR-003C 5.3.3(1) 項） 

JMR-003C 5.3.3(1)で、低軌道域に対する運用終了後の処置として、「運用終了後の宇宙機の軌道

寿命を 25 年以内にすること。」が要求される。 

この要求適合性を示すために、小型副衛星でも運用終了後の軌道寿命を算出する必要がある。軌道

寿命の解析ツールとして、NASA の DAS(Debris Assessment Software) ver.2 以上が推奨される。

DAS は以下の URL から入手できる。 

http://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/mitigate/das.html 
 
6.2 傷害予測数（JMR-003C 5.4.1(1)項） 

JMR-003C 5.4.1(1)で、再突入／落下による処分に対し、自然落下の場合、「大気圏通過後の残存

物による落下危険度（傷害予測数）を要求値以下にすること。」が要求される。小型副衛星の場合、衛星

全体が溶融し、残存物がないことで要求の適合を示すこと。 
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付録Ⅰ.  用語の定義      （本文３章参照） 

 
ロケットペイロード安全標準（JMR-002B）で使用している用語の定義は下記の通りで、 

本ハンドブックでも同様に扱う。 
［ あ行 ］ 
 
アーム／セーフプラグ： 

ペイロード火工品の点火回路に対して、着脱することにより接続／絶縁を行

うコネクタ類 
 
圧力システム ： 圧力容器、機器及びこれらを継ぐ配管などによって構成されるシステム 
 
圧力容器 ： 内部に高圧ガスを貯蔵する容器。ここでいう高圧ガスとは、 

(1)常用の温度において圧力(ゲージ圧）が1.0 [MPa]以上となる圧縮ガスであ

って現にその圧力が1.0 [MPa]以上であるもの、又は温度35℃において圧力

1.0 [MPa]以上となる圧縮ガス（圧縮アセチレンガスを除く）。 
(2) 常用の温度において圧力が0.2 [MPa]以上となる液化ガスであって現に

その圧力が0.2 [MPa]以上であるもの、又は圧力が0.2 [MPa]となる場合の温

度が35℃以下である液化ガス。 

 
安全 ： ハザードが事故等に至らないように、除去、最小化又は制御されている状態

即ち、リスクが許容できるレベルまで低い状態 
 
安全検証追跡ログ ： ハザードレポートの安全検証の完了を射場でしか確認できないものについ

て、ハザードレポートの安全検証確認に替わり、その完了まで適切に管理、

確認するための文書 
 
安全上クリティカルな： 

識別されたハザ－ドの被害の度合いがⅠ又はⅡの危険を有している状態を

いう 例えば、安全上クリティカルな運用手順とか、安全上クリティカルな

部品等の使い方をする（表4.3.1-1参照） 
 
安全審査 ： ペイロード、ＧＳＥ及び射場作業がペイロードの安全要求事項に適合してい

ることを含め、ハザードが漏れなく識別され、ハザードレポートに記載のハ

ザード原因の制御及びその検証について、各開発段階において評価・確認し、

ハザードの残存リスクが許容できるレベルにあることを評価・確認するため

の審査 
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安全装置 ： 機器、機能が意図せぬ動作あるいは暴走した場合に、危険な状態に至ること

を防止するために、設計的に設けられる装置又はシステムの総称 
 
全デ－タ ： ハザード識別まとめ表、ハザード解析表、ハザードレポート、安全検証デー

タ、安全検証追跡ログ、安全要求適合マトリックス、安全上クリティカルな

機能の故障データ等、安全要求との適合性を確認する文書 
 
ＥＢＷ (Exploding Bridge Wire Device) ： 

高エネルギー放電により爆発又は分解するように設計されたブリッジワイ

ヤを有し、それによって起爆薬に点火する起爆装置 
 
ＥＥＤ (Electro-Explosive Device)：電気起爆装置 
 
インターロック ： 計装機器でその特定の事象、パラメータ、物理変数などの状態を監視し、異

状を検知したならば直ちにこれと連動する制御機器に信号を送って保護さ

れるべきシステムを停止させ、事故、不具合又はそれらの状態を引き起こす

ことを未然に防ぐような機能をいう 
 
インヒビット ： 事故に繋がる機能について要求しない時にその機能が動作することを抑制

するため、事故に繋がる機能を動作させるエネルギ源との間に設ける物理的

な遮断 
電気回路におけるリレー、配管における遮断弁等 

 
ウェーバ ： 安全要求に合致しない状態について、安全上リスク許容可能であることを確

認し、特別に許可すること 
 
ＦＴＡ(Fault Tree Analysis)： 

故障の木解析。システム等にとって致命的な事象を出発点として、これを論

理的に要素に分解して行き、最終的に観測可能な基本要素（故障原因）にま

で細分化することで、定性的又は定量的な故障の予測、又は故障原因調査を

行う解析手法 
 
ＳＣＡ(Sneak Circuit Analysis)： 

この解析は、ハードウェアシステム及びソフトウェアシステムを評価する解

析手法の１つであり、要求された機能を発揮させなくしたり、要求されない

機能を引き起こす潜在的な回路及び状態を識別することを目的とする。この

解析手法には、スニークパス解析、ディジタルスニーク回路解析、ソフトウ

ェアスニークパス解析等があり、適用システムに対して、これらの解析のう

ち適切な解析が使われる 
 
オーバライド ： ある特定の制御が通常の制御に優先して行えるようにすること 
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［ か行 ］ 
 
カタストロフィック（破局）ハザード： 

第三者の死亡や重度の人的被害（永久的な人的障害を含む）、要員の死亡や

重度の永久的な人的障害、公共や第三者の私有財産の喪失や重大な損傷、シ

ステム（ロケット、ペイロード等）や射場施設の喪失、又は深刻な環境への

影響をもたらすハザード 
 
危険作業   ： 保安物等を扱う作業、又は危険な環境での作業で、かつ、機構が危険と指定

した作業ハザーダス作業ともいう 
 
危険雰囲気 ： 有害性又は爆発性のガス・蒸気等が存在する雰囲気、及び密閉空間等の酸欠

状態になる恐れのある雰囲気をいう 
 
危険流体 ： 有毒物質、液体推進薬、液体酸素、酸素ガス等の酸化剤、その他発熱反応を

生じる流体 
 
 
クリティカル（重大な）ハザード： 

第三者の軽度の人的被害、要員の重度の人的被害、公共や第三者の私有財産

の軽度の損傷、システム（ロケット、ペイロード等）や射場施設の重大な損

傷、又は重大な環境への影響をもたらすハザード 
 
契約の相手 ： 機構との契約又は協定によりペイロード／ＧＳＥの開発、射場作業等を実施

する個人、団体又は会社 
 
故障 ： システム、サブシステム、機器、部品が規定の期間中、規定の条件下で、規

定の制約の範囲内で要求される機能を果たすことができなくなること 
 
故障許容設計 ：故障又は人的過誤があっても事故に至らないようにする設計であり、ハザー

ドを制御するために用いる基本的な安全要求である。被害の度合いがⅠの場

合、２重の故障、又は２重の人的過誤、又は１つの故障と１つの人的過誤の

組合せがあっても事故に至らないようにする設計。また、被害の度合いがⅡ

の場合、１つの故障又は１つの人的過誤があっても事故に至らないようにす

る設計 
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［ さ行 ］ 
 
最終確認審査 ： 人工衛星等の打上げ整備作業が確実に実施され、打上げカウントダウン作業

に移行できることを確認する機構の審査 
 
最大予想使用圧力（MEOP；Maximum Expected Operating Pressure）：  

運用環境中で、圧力システムの構成品に負荷されると予想される最大圧力 
 
事故 ： 人員の負傷、死亡、疾病、システム（ロケット、ペイロード／ＧＳＥ）、関

連設備、財産の損傷、環境への悪影響をもたらすような不慮の出来事をいう 
 
事故等 ： 事故及びヒヤリハット（危うく事故等になりそうになった事象）これらがな

くても要員の職業病や環境への有害な影響をもたらす恒常的な事象を含む 
 
射場作業  ：種子島宇宙センターにおいて実施されるロケット、ペイロード等の整備作業及び設 

備・装置などの運用作業 
 
システム安全 ： プロジェクト等の事業遂行に関する計画立案から整備、運用･実施、撤収に至る  

システムのライフサイクルの全段階を通じて、運用効果、スケジュール、及び  コ

ストへの配慮の下に安全を最適化し、事故等のリスクを合理的に可能な限り 小さ

くするため、工学及び管理の原理、基準及び手法を用いること 
 
出荷前審査（PSR: Pre-Shipment Review）： 

システム等の射場への搬出が可能であることを確認する審査 
受入試験結果や品質記録、不具合の処置状況等を審査する 

 
人員 ： 要員及び種子島宇宙センター内外の住民及び見学者 
 
スイベルジョイント：旋回の自由度を有する配管継手部 
 
ストレイ電圧 ： 迷走電流の有無を確認するために計測される電圧 
 
セーフアーム装置 ： 固体ロケットブースタの点火や１／２段等の分離、及びロケットの指令破壊

に用いられる火工品の、地上での誤作動を防ぐための装置 
［ た行 ］ 
 
地上支援装置（ＧＳＥ）： 
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ペイロードのハンドリング、試験、点検などに必要な地上装置 
 
デビエーション ： 安全要求事項に合致しない状態について、その安全要求の意図を満足するこ

とを確認し、安全要求に適合として承認すること 
 
テーラリング ： 適用対象の諸条件を考慮して、要求事項を取捨選択又は修整して、適用対象

に見合った要求書に変更する行為 
 
電磁適合性（EMC：Electromagnetic Compatibility）： 

システム及びこれに関連するサブシステム／機器がミッション遂行期間中

に遭遇するあらゆる電磁環境下で、性能を劣化することなく機能を発揮する

能力 
 
伝爆路 ： EEDで発生したエネルギーを伝達するための経路 
 
［ は行 ］ 
 
パイロバルブ ： 火工品の作動によって開閉状態が切替えられる弁 
 
パージ ： タンクや配管等に残留する推進薬等を排出するため、又は機器への外気侵入

を防止する目的で窒素ガス、ヘリウムガスなどの不活性ガスを供給すること 
 
 
ハーメティックシール： 

部品又は機器等において内部と外部が機械的に隔離され、気体の流通のでき

ない封止 
 
破壊前漏洩設計(LBB；Leak Before Burst）： 

圧力容器等に欠陥が生じても漏洩だけで大破壊に至らないようにする設計 
 
爆発性危険雰囲気区域： 

爆発性のガス・蒸気の漏洩、放出等のおそれのある区域をいう 
その区域内で使用する電気機器に対しては防爆性が要求される 

 
ハザード ： 事故をもたらす要因が顕在又は潜在する状態をいう 
 
ハザード解析 ： ペイロード／ＧＳＥに係わるハザ－ドを、ライフサイクルのすべてのフェー

ズに亘って体系的かつ理論的に評価する手法 
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ハザード概要 ：ハザードの内容（source､mechanism､outcome）を含み、被害の度合いが分

かるハザードの概要 
 
ハザード原因 ： ハザードが事故に至るための要因発生の原因となるもの（例えば、推薬の漏

洩の原因となる容器の強度不足、推薬弁の誤作動、シール不良など） 
 
ハザード制御 ： 狭義の意味では、故障許容設計、リスク最小化設計の手法を用いて、ハザー

ドの発生の可能性を低減させることをいう 
また広義の意味では、このほかに、安全装置、保護装置、警報装置、特別な

手順などによる手法を含む 
なお、本標準では5.1.1項を除いて一般に広義の意味で使用している 

ハザード対応策 ： ハザード原因を無くする、ハザード原因の発生の可能性を抑制する、又はハ

ザード原因の発生によるダメージを抑制するための方策（ハザード制御） 
 
ハザードタイトル ： ハザードの内容（source､mechanism､outcome）を想像でき、他のハザード

と区別できるタイトル 
 
ハザードレポート ： ペイロード／ＧＳＥに係わる個々のハザ－ドに関して、設計担当者、安全担

当者及びプロジェクト担当者のリスク評価を受け、ひいては開発実施責任者

に残存リスクに対する承認を得るために、ハザード解析で実施された技術情

報を文書化したもの 
 
フールプルーフ ： 人的過誤が起こり得ないような、または人的過誤によっても安全性が確保さ

れるよう配慮する設計思想 
 
 
フェイルセーフ ： サブシステム、機器等の不具合が生じたとき、その機能が失われても、安全

が保持されるように配慮する設計思想 
 
不具合 ： 機器等に使用される部品、材料又は役務において、１つ以上の特性が規定さ

れた要求と合致しない状態。故障、不一致、欠陥及び機能不良を含む 
 
不適合流体 ： 酸化性推進薬と還元性推進薬、呼吸空気（換気装置を含む）と毒性流体のよ

うに予期しない混合により事故又は事故につながる状態になる流体 
 
ブリードバルブ ： システムの正常な運用を維持するため、流体を放出するための弁抽気弁等 
 
ブルーストンテスト（Bruceton Test）： 

火工品の信頼度をUp-and-down method（上下変動法）で試行錯誤的に測定 
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統計的に求める方法 

 
ペイロード（ロケットペイロード）： 

ロケットにより宇宙に打上げられる積荷。本標準では無人の積荷とし、それ

を構成するサブシステム、機器を含める 
 
ベント ： 不要又は使用済み流体・ガスを大気中へ解放する開口部を有する装置開口部

をベントポートという 
 
保護装置 ： (1)機器、機能が意図せぬ動作あるいは暴走した場合に、危険な状態に至るこ

とを防止するために、地上設備・装置として設けられる装置等（カバー、防

護壁等） 
(2)不用意に操作したり、危険な部位に触れたりしないように設けられる装置

等 
 
保安物 ： 保安物は、火薬類、高圧ガス及び危険物並びに危険物に準ずるものが含まれ

る 
 
ポッティング ： 電気回路等の一部又は機器内部の全体に対して、他の部分との間に爆発性ガ

ス 又は爆発による火炎が移行するのを防止するため、コンパウンドを充填

して遮断すること 
 
 
［ ま行 ］ 
 
マイルストーン ： ペイロード／ＧＳＥの開発等の進捗状況、有効性の測定又は達成の管理点と

して活用するため、プロジェクトのライフサイクル上に予定した重要なイベ

ント 
 
マニピュレータ ： （軌道上において）ユニットの交換、組立て及び結合作業等に使用される多

関節・多自由度のロボットアーム 
 
 
［ や行 ］ 
 
有害推進薬 ： 推進薬の蒸気、ガスなどが皮膚障害、神経障害、窒息、発ガン、中毒などの

人体障害を引起こすもの 
 
ユニオン継手 ： パイプを連結するのに用いるネジを切った継手 
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両方のパイプとも回す必要がない 
 
要員 ： 当該作業に従事する機構及び契約の相手方などの担当者 
 
 
［ ら行 ］ 
 
リスク ： 予想される被害の度合いと事故発生の可能性を掛け合わせたもの 
 
リセプタクル ： コネクタの雌側 
 
劣化 ： 使用又は時間の経過に伴って、材料、装置などの特性が低下すること 
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添付 1 スタンダードハザードレポート様式 
JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

C.ペイロード名称  D.打上号機 
  

E.承認 契約の相手方 ペイロード開発部門 機構／安全部門 

フェーズ I    

フェーズ II    

フェーズ III    

F.ハザードの説明: G.ハザード制御 H. 

適合性 
I.検証手段、源泉データ、ステータス 

HR-1 爆発性危険雰囲気内

の発火 

1.1  フライト品目：一般 

a) 以下の全てに適合する。 

a)-1 JMR-002B, 5.1.2.3(1)に基づく、通常の使

用で点火源とならないように防爆設計とす

る。 

 

  

a)-1-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

a)-1-2 FM の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

a)-2 適切に接地することで静電気を防止す

る。 

 

a)-3 ヒドラジンに対する触媒作用となる錆な

どがないことを管理する。 

 

 a)-2-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

a)-2-2 FM の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

a)-3-1 図面の検査(防錆材料の使用) 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

a)-3-2 FM の検査（目視検査含む） 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

b) 以下の全てに適合する。 

 （非防爆の機器やケーブル、コネクタ（D-sub コ

ネクタ等）等は以下項目に全て適合すれば受

け入れ可能） 

b)-1 ロケット搭載時における通常の運用コン

フィギュレーションにおいて（故障は想定す

る必要はない）、自身または混載ペイロード

の推進薬のリークに対して点火源とならな

い。 

  

 

 

 

b)-1-1 図面の検査。(リレースイッチにより通電が遮断されている) 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b)-1-2 FM の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 
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添付 1-2 

JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

注：この対応がとれる場合、下記 b-2)以外の

雰囲気内においては通電が可能である。 

 

b)-2 推進薬充填、排出等の推進薬を取り扱う

作業中は、爆発性危険雰囲気区域内で通

電しない。（人的操作が介在する場合は誤

操作を想定すること） 

   

 

 

 

b)-2 射場運用計画書の確認 

ステータス：OPEN（Doc.No. 射場運用計画書） 

b)-3 振動試験／衝撃試験により電子機器の

健全性を確認する。（バッテリ直下のリレー

が非密封性の場合は、チャタリングの確認

を含む） 

 

 b)-3 振動試験／衝撃試験中のリレーチャタリング有無の確認、及び振動試験／衝

撃試験後の機能試験。 

ステータス：OPEN（Doc.No. EM 振動試験計画書、EM 振動試験報告書） 

        OPEN（Doc.No. EM 衝撃試験計画書、EM 衝撃試験報告書） 

        OPEN（Doc.No. FM 振動試験計画書、FM 振動試験報告書） 

        OPEN（Doc.No. FM 衝撃試験計画書、FM 衝撃試験報告書） 

b)-4 適切に接地することで静電気を防止す

る。 

 

 b)-4-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b)-4-2 FM の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

 b)-5 ヒドラジンに対する触媒作用となる錆な

どがないことを管理する。 

 b)-5-1 図面の検査(防錆材料の使用) 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b)-5-2 FM の検査（目視検査含む） 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

1.2  AGE/GSE 

 

a) 爆発性危険雰囲気内で AGE/GSE を使用しな

い。（検証不要） 

 

 

 

 

 

 

b) 以下の全てに適合する。 

b)-1 JMR-002, 5.1.2 項に基づく AGE/GSE の

防爆設計 

 

b)-2 ヒドラジンに対する触媒作用となる錆な

どがないことを管理する。作業前の点検な

どによる管理も許容される。 
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

c) JERG-1-007 に基づく運用(与圧室内での運用

等) 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

4.1.2 危険雰囲気 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資料に

示すこと。 

 

 

 

１.3 爆発性危険雰囲気内作

業 

 

注：爆発性危険雰囲気内で

作業を計画する場合に

適用する。 

a) 爆発性危険雰囲気内での作業を実施しない。

（検証不要） 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007 に基づく運用 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 危険雰囲気   

4.1.8.2 保護具 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資料

に示すこと。 

 

 

 

HR-2 電磁適合性 

 

注 1：感受性は、安全上重要

な機能への評価を範囲と

する。 

注 2： コールドロンチの場合

であっても、不意の電源投

入が想定しうる場合、評価

を実施する。 

 

   

a)   搭載場所の ICD に基づく電磁適合性試験 

 

 

 

 

 

 

 

a）-1  ロケット/ペイロード ICD に規定される環境条件に対し、展開機構(or 分離機構)

等の安全上重要な機器に対するインヒビットの耐性を電磁適合性試験にて検証

する。 

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性試験報告書） 

a）-2  ロケット/ペイロード ICD に規定される環境条件に対し、電子機器からの放射

性を電磁適合性試験にて検証する。 

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性試験報告書） 

b)   搭載場所の ICD に基づく電磁適合性解析 

 

 
 
 

b）-1  ロケット/ペイロード ICDに規定される環境条件に対し、展開機構(or 分離機構) 

等の安全上重要な機器に対するインヒビットの耐性を解析にて検証する。 

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性解析報告書） 

b）-2  ロケット/ペイロード ICD に規定される環境条件に対し、電子機器からの放射

性を電磁適合性解析にて検証する。 
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

ステータス：OPEN（Doc.No. 電磁適合性解析報告書） 

 

HR-3  感電 a) バッテリ及び AGE/GSE の電圧は 30V 以下。 

または、商用 100V 電源を用いる高電圧露出表

面がない民製機器を取扱説明書通りに使用す

る。 

 

 

 

 

a) 電圧が 30V 以下のバッテリ及び AGE/GSE の選定 

ステータス：OPEN（Doc.No AGE/GSE リスト、Doc.No 電力計設計図） 

 

b) 露出した高電圧表面（30V 以上。通電された

未接続端子を含む）がない設計とする。 

 

 

 

b）-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b）-2 FM、AGE/GSE の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

c) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 
 
 
 

 

4.6 電気／電子関係の作業 

 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資料に

示すこと。 

 

 
 

 

 

 

関連する運用手順の概要を添付資料 Doc.No. に示す。 

 

d) 適切に接地することで感電を防止する。 

（露出した高電圧表面はないが、内部に高電圧

部を持つ機器は、本対応をとること。） 

 

 

 

d）-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

d）-2 FM の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

 

HR-4  高所作業における要

員の墜落、器材の落下 

 

注：高所作業台の設計はユニ

ーク HR に示すこと。 

 

a) 射場での高所作業（2m 以上)を実施しない。

（検証不要） 

 

 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

4.1.8.2 保護具   

4.1.8.7 高所作業 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

注 2：既存の AGE/GSE を使用する場合は、そ

の定格範囲内で使用できることの確認を含む

こと。 

 

  

HR-5  重量物運搬作業での

吊上げ物の落下、衝突 

 

注：重量物運搬に係る機器の

設計はユニーク HR に示

す。 

 

a) 射場で１個あたり 20kg 以上の物品のハンドリ

ングを実施しない。（検証不要） 

 

 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

 

 

4.1.8.2 保護具   

4.1.8.4 工具等の管理   

4.2 輸送／運搬／機材ハンドリング装置 

 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

注 2：既存の AGE/GSE を使用する場合は、そ

の定格範囲内で使用できることの確認を含む

こと。 

 

  

 

 

 

HR-6  バッテリ破裂・電解液

リーク 

6.1 民生用リチウムイオン電

池 

 

a) 民生用リチウムイオン電池を搭載しない。（検

証不要） 

 

 

 

 

b) 以下の全てに適合する。 

 

b)-1 内部短絡、密封性、セル絶縁不良 

 

 

 

 

b）-1  CSA-108024「民生用バッテリの安全設計ガイドライン」に基づく電池セル・電
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JAXA ロケットペイロード ハザードタイトル A.審査フェーズ B.日付 

スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

注：民生用とは、UN 勧告適

合品であること。 

注：使用するバッテリと搭載

コンフィギュレーションの

概要を添付すること。 

 

耐環境性試験によりセルの健全性を検

証するため、CSA-108024「民生用バッテ

リの安全設計ガイドライン」に適合する。  

 

池 ASSY の検証。 

ステータス：OPEN（Doc.No 電池セル検証計画書・検証結果報告書） 

 

b)-2 バッテリ負荷側短絡 

少なくとも 2 つの保護機能（PTC 及びセパ

レータシャットダウン機能等）を持つセル

を使用する。 
 

 b）-2 電池セルの仕様書・購買記録の検査 

ステータス：OPEN（Doc.No 電池セル仕様書、及び購入先認証状） 

 

b)-3 推薬充填後またはロケット搭載時に補充

電を実施しない。 

 

 b）-3 射場での運用計画書の確認 

ステータス：OPEN（Doc.No. 射場作業計画書） 

 

使用するバッテリとその搭載コンフィギュレーションの概要を添付資料 Doc.No.に示

す。 

6.2 民生用 NiMH 電池 

 

注：使用するバッテリと搭載コ

ンフィギュレーションの概

要を添付すること。 

 

a) 民生用 Ni-MH 電池を搭載しない。（検証不

要） 

 

 

 

 

b) 以下の全てに適合する。 

 

b）-1 電池を露出した状態で充電しない。 

 

 

 

 

 

b）-1-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

b）-1-2 FM の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

b）-1-3 充電手順の確認 

ステータス：OPEN(Doc.No 充電手順書) 

 

b）-2 短絡による電池の過熱が、隣接する機

器（火工品、推進薬等）に影響を与えない。 

 

 b）-2 近傍の以下の機器が熱により影響を受けないことを解析で検証 

   

ステータス：OPEN（Doc.No 電池過熱の影響解析書） 

 

使用するバッテリとその搭載コンフィギュレーションの概要を添付資料 Doc.No.に示

す。 

HR-7  酸欠による窒息 

 

a) 射場で酸欠の恐れのある環境下での作業を

計画しない。（検証不要） 
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スタンダードハザードレポート スタンダードハザード   

  

b) JERG-1-007 に基づく運用 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

4.1.2.2 危険雰囲気区域に対するその他の要

求 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資料に

示すこと。 

 

 

 

 

c) スケープスーツ着用作業がある場合、以下を

満足する。 

 c-1) 呼吸空気供給系の冗長化 

 c-2) 呼吸空気供給系の事前点検 

 c-3) 作業期間中の監視モニタの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-8  騒音 a) 射場で騒音の発生する環境下での作業を計

画しない。（検証不要） 

 

 

 

 

 

b) JERG-1-007,に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

4.1.8.2 保護具   

4.1.6 騒音 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

 

 

 

HR-9  高温、低温表面によ

る要員負傷 

 

a) 衛星／ＡＧＥ等に高温部位、極低温部位は存

在しない。（検証不要） 
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b) 露出した高温、低温表面がない設計とする。 

 

 

 

 

c) JERG-1-007 に基づく運用 

 

4.1.1.2 危険作業 

 

 

 

 

 

4.1.8.2 保護具 

 

注：射場作業要求への対応の概要を添付資

料に示すこと。 

  

 

関連する運用手順の概要を添付資料 Doc.No. に示す。 

 

HR-10  レーザ 

 

注：  JIS C6802 class 3B 以

上はユニーク HR に示す。. 

 

a) 衛星／ＡＧＥ等にレーザーを使用しない。（検

証不要） 

 

 

 

 

b)  JIS C6802 に基づく設計、運用 

 

 

 

 

 

 

HR-11. 鋭利な端部、角、突

起 

 

注：新規に開発するハードウ

エアに適用する。民生機

器は対処済みであるため

除く。 

 

a)  社内基準等に基づくバリ除去（適切な品質

管理に基づく製造工程であれば検証不要） 

 

b)  適切に鋭利な端部等を除去する設計とす

る。または適切な運用手順（カバー、保護具

等による）を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ) バリ、鋭利な端部のないことを検査にて確認する。 
ステータス：OPEN（Doc.No 検査成績書） 
 

 

HR-12.  地震 

 

 

 

 

 

a)  JERG-1-007 に基づく運用。 

4.1.1.4.4 津波及び地震 

 a) 射場運用計画書の確認 

ステータス：OPEN（Doc.No. 射場運用計画書） 

b)  2m 以上の高所作業、および 20kg 以上の物

品のハンドリングを実施しない。 

 

上記 b)に適合の場合、以下 c）は検証不要。 

 b) 射場運用計画書の確認 

ステータス：OPEN（Doc.No. 射場運用計画書） 
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注：新規に開発する GSE の設

計はユニーク HR に示す。 

 

c)  地震による衛星／AGE 等及び要員の落下、

転倒、移動、衝突を防止する。また、適切な運用

手順を設定する。 

 

注：民生機器あるいは既存の AGE/GSE を使

用する場合は、その定格範囲内で使用できる

ことの確認を含むこと。 

 

 c）-1 図面の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 設計図面） 

c)-2 FM/AGE 等の検査。 

ステータス：OPEN（Doc.No 検査記録） 

 

13. ユニークハザード 

 

上記以外のユニークハザード、または、上記

HR-1～HR-12 のスタンダードハザードに対して、

本様式に規定するハザード制御を適用できない

もの。 

  

a) フライトシステムの構造破壊   

b) 火工品の意図しない点火   

c) 展開機構の意図しない展開   

d) 圧力システムの破裂、爆発   

e) 推進薬の漏洩、爆発   

f) バッテリの破裂、爆発、火災   

g) 重量物ハンドリング機器等の不適切な設計

による落下・転倒 

  

h) 高所作業台等の不適切な設計による人員、・

工具の落下 

  

i) 有害流体の漏洩   

j) 電波放射   

   

注：上記以外にハザードが識別される場合は、

以下に記述すること。 
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JAXA スタンダードハザードレポート 記述方法 
 
この様式は、ハザード及びその制御がペイロードによらず共通で識別されるものを中心に整理したもの

である。本様式の記述方法を以下に示す。 

A. 審査フェーズ 

対象システムのフェーズを記入する。 

 
B. 日付 

本様式の起草又は改訂が完了した日付を記入する。 

 
C. ペイロード名称 

対象システムの名称を記入する。 

 
D. 打上号機 

打ち上げを予定している輸送機の名称・号機を記入する。 

 
E. 承認 

JAXAシステム安全審査部会に提出する前に、該当するフェーズの「契約の相手方」欄及び「ペイロー

ド開発部門」欄に日付及びプロジェクト担当責任者又はシステム安全プログラム責任者の氏名を記入す

る。前フェーズまでの承認欄には、前フェーズ審査で承認済みの HR 承認欄を参照し、日付及び氏名を

タイプアップすること。 

 
F. ハザードの説明 

本様式に示したハザードが対象システムで識別される場合、標準ハザードと扱い本様式に基づき文書

化が可能である。HR-1～HR-11 に含まれないハザードは JMR-001 または JMR-002B に示す様式の

ハザードレポートを起草すること。その際、「13.ユニークハザード」に示される該当項目(a)～j))のチェック

ボックスにチェックを入れ、「検証手段、源泉データ、ステータス」欄に該当するハザードレポート番号を記

述すること。a)～j)のハザードに含まれない場合は k)以降を追加する。 

なお、ユニークハザードレポート番号は 100 以上の番号を付与すること。（スタンダードハザードレポー

ト番号（2 桁）と区別するため。 

 
G. ハザード制御 

標準ハザードに対する受け入れ可能なハザード制御を示している。示されたハザード制御を採用でき

れば当該ハザードに対する安全性は受け入れ可能と判断される。 

 

H. 適合性 

採用するハザード制御のチェックボックスにチェックを入れる。該当するチェックボックスをダブルクリッ

クし、「既定値の設定」の「オンにする」にすると、チェックボックスにチェックが入る。 

なお、特記がない限り示された制御のいずれかに適合すること（全てに適合する必要はない）。特記が

ある場合はそれに従って適合性を示すこと。適合できない場合は、ユニーク HR を起草すること。 

 

I. 検証手段、源泉データ、ステータス 

採用したハザード制御に対する検証手段、源泉資料名・番号を記載すること。なお、赤字で記述例を

示しているものは、適宜修正すること。 
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添付 2 標準ハザードレポート様式 
 

標準ハザードレポート様式（１／２） 
 

ハザードレポート 

 ハザードレポート番号 

 

 
ペイロード名 

 

日付 

 

作成／改訂 

 

サブシステム名 

 

プログラムフェーズ 

 

ハザードタイトル 

 

適用される安全要求 

 

 

ハザードの分類 

被害の度合い： 

□ Ⅰ、□ Ⅱ、□ Ⅲ、□Ⅳ 

発生の可能性： 

□Ａ、□Ｂ、□Ｃ、□Ｄ、□Ｅ 

ハザードの概要 

 

ハザード原因 

 

ハザード制御方法 

 

安全検証方法 

 

 

安全検証ステータス 

 

 

承   認 小型副衛星開発者 機構／安全部門 

フェーズ   ０   

フェーズ  Ⅰ   

フェーズ  Ⅱ   

フェーズ    Ⅲ   

① 

② 

③ 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ ⑮ 

①～⑮は解説の対応付けのために

記載している。 
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ハザ－ドレポート 記入要領 
 
①ペイロード名：小型副衛星名を記入する。 

② サブシステム名：サブシステム名を記入する。 

③ 番号 日付： 

ハザ－ドレポ－ト１件につき１つの識別番号を記入する。  

番号形式は管理し易い形式とし、同一システム内でハザ－ドレポ－ト番号は重複しないこと。 

日付は、ハザードレポートの制定年月日（年号は西暦）を記入する。改訂した時は作成日付に並べて追

記する。全面的に書き換える場合も同様。 

④ 作成／改訂： 

作成者の所属部門及び氏名を記入する。改訂した時は作成者氏名に並べて追記する。 

⑤ プログラムフェーズ：レポート作成／改定時のプログラムフェーズ（０/Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）を記入し、フェーズ

が進む毎に「見え消し」でフェーズを改訂する。 

⑥ ハザ－ドタイトル： 

ハザ－ドを簡潔な語句で表現し、概要が分かり他のハザードと区別できる題名とする。 

注）記入に当たっては、4.3.4 項を参照のこと。 

⑦ 適用される安全要求： 

下記⑨で識別したハザ－ドの原因を除去又は制御するために適用される、安全技術要求の文書名、文

書番号及びその適用項目番号だけでなく、安全設計要求の内容を記載のこと。 

⑧ ハザードの分類：ハザ－ドの被害の度合い及び発生の可能性の該当欄に、■印か×印を記入す

る。 

⑨ ハザードの概要： 

問題となる現象の内容を記入する。 

なお、上記⑥の題名（ハザ－ドの種類）の記述の繰り返しにならないようハザ－ドのソース、メカニズム、

アウトカムを記入すること。 

⑩ ハザ－ド原因： 

当該ハザ－ドの原因を、アラビア数字を付けて箇条書きする。 

⑪ ハザード制御方法： 

それぞれのハザ－ドの原因に対する具体的な制御方法を記入する。 

なお、ハザ－ド原因と関連付けるため、例えば原因１に対応する制御方法が複数ある場合は、1.1、1.2、

1.3 ･･･の如く番号を付与する。 

注）制御方法の検討にあたっては、JMR-002B 5.1.1.1 項の安全設計の優先順位に従うこと。 
⑫ 安全検証方法：  

それぞれの制御方法が、適切に実施されていることを検証する手法を、具体的に記入する。 

なお、ハザ－ド制御方法と関連付けるため、例えば制御方法１に対応する検証方法が複数 

ある場合は、1.1、1.2、1.3 ･･･の如く番号を付与する。 

⑬ 安全検証のステータス： 

検証方法の完了に関する状況を具体的に（確認した資料・図面番号、試験内容及び報告書、点検記録

等）記入する。 

⑭ 小型副衛星開発者： 

小型副衛星開発者のプロジェクトマネージャ又はシステム安全プログラム責任者は、作成・改定のつど、

該当欄に職名、氏名を記入する。 

⑮ 機構／安全部門： 

機構の安全部門は、各フェーズのシステム安全審査部会と安全審査委員会で承認されたものについて

部会長氏名を記入する。なお、部会長はまとめて表紙に部会長氏名を記入することもできる。 

上記⑬までの項目が書ききれない場合は以下による。 

 

注意；小型衛星の場合は添付１のスタンダードハザードレポート様式を使用し、本様式に記載の「ハザー

ド制御」をそのまま適用できない場合、又はそれ以外のハザードを有する場合には左記様式を使用して

追加作成すること。 
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標準ハザードレポート様式（２／２） 
 

 

ハザードレポート（ 続 き ） 

 

  ハザードレポート番号 

 

 

ペイロード名 

 

 

プログラムフェーズ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜継続用紙（JMR-002B の表 4.3.4-2（2/2 ハザ－ドレポ－ト様式（２））の場合＞ 

上記③で識別したハザ－ドレポ－ト番号を記入する。 

  

① 

③ 

⑤ 

⑯ 
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⑯： 

上記⑬までの項目が書ききれない場合この欄に続きを記載する。この場合、1 ページ目末尾（⑭の

上）に「次ペ－ジに続く」と注記のこと。 

 

記載内容の更新、改訂（随時） 

 

改訂は起案元が肉筆署名のある原紙に対して行うものとし、改訂箇所右欄外に傍線と改訂符号（A、B

等）を付し、加筆修正部に改訂者サインと日付を添え書きする。フェーズ毎に改訂する事を基本とするが、

デルタ設計審査に連動するような場合は細かい改訂が必要となる。レポートを全面的に書換える場合も、

改訂の経緯が分かるよう留意すること。 

 

以上は記載要領ですが、以下に記載に関わる解説等を記載します。 

 

・ハザードの概要： 

ハザードのソース（ハザード源）、メカニズム、アウトカム（結果）を含めて、ハザードの概要がわかる

ように記載する。アウトカム（結果）の記載においては、被害の度合い（死傷、傷害、軽傷、設備の喪

失など）がわかる記載とする。例えば、「搭載バッテリの補充電時、衛星側コネクタと GSE のケーブル

の接続･切離しにおいて、推進薬が漏洩していると、放電による火花で爆発し、作業員が死傷する可

能性がある。」とハザード概要に記載する。 

 

・ハザード原因： 

例えば、「推進薬漏洩による要員の死傷」という題名のハザードついての推進薬漏洩という要因に

対して、その原因を箇条書きにしてください。（下記は原因の一例あり、他に考えられるすべての原因

を摘出する必要があります。） 

①容器等の設計強度不足、製造不良による破損・漏洩 

②過加圧による破損漏洩（ガス加圧時の誤操作・誤作動、ヒータ ON 故障による昇温・昇圧） 

③材料腐食等の損傷による破損・漏洩 

④工具、機器等の衝突及び負圧負荷の損傷等による破損漏洩 

 

・ハザード制御方法 

ハザード制御方法は、ハザード原因として記載された順番で記載し、「JMR-002B 5.1.1.1 安全設

計の優先順位」に従い、設計、安全装置の使用、保護具の使用、警報装置の使用、特別の手順及び

訓練によるハザード制御順に記載することが必要です。 

検査や試験はハザード制御ではなく、安全検証方法になりますので注意してください。 

 

・安全検証方法 

JMR-002B 4.3.5 安全検証を参照願います。 

安全検証方法は、ハザード制御方法に記載された順番に対応するように記載ください。 

 

・安全検証ステータス 

安全検証のステータスを安全検証方法に記載された順番に対応するように、その確認の状況を記

載ください。トレーサビリティを確保できるように資料番号、図番号等を記載ください。フェーズⅢで検

証未完のものは安全検証追跡ログでフォローする必要があります。 

 

 

注意；小型副衛星の場合は添付１のスタンダードハザードレポート様式を使用し、本様式に記載の「ハザ

ード制御」をそのまま適用できない場合、又はそれ以外のハザードを有する場合には左記様式を使用し

て追加作成すること。 
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添付 3 ハザード解析源泉リスト（例） 
＜SHR(スタンダードハザードレポート)及び UHR（ユニークハザードレポート）共通＞ 
No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

1 

5.4.1.3.3 

回路設計図面 

（3 インヒビット、フライトピ

ン） 

点火源対策 SHR-1.1, b)-1-1 

フェーズⅡ  
5.5.2.3.2 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.4.2.1 RF 誤放射防止 UHR-（電波放射） 

5.5.4.3.2 推進系バルブの誤開放防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） 

2 

5.4.1.3.3 

EM,PFM 分離スイッチ確認 

試験計画書 

点火源対策 SHR-1.1,b)-3 （非通電確認） 

フェーズⅡ  
5.5.2.3.2 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.4.2.1 RF 誤放射防止 UHR-（電波放射） 

5.5.4.3.2 推進系バルブの誤開放防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） 

3 

5.4.1.3.3 

EM,PFM 分離スイッチ確認 

試験手順書 

点火源対策 SHR-1.1,b)-3 （非通電確認） 

フェーズⅡ  
5.5.2.3.2 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.4.2.1 RF 誤放射防止 UHR-（電波放射） 

5.5.4.3.2 推進系バルブの誤開放防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） 

4 

5.4.1.3.3 

EM,PFM 分離スイッチ確認 

試験報告書 

点火源対策 SHR-1.1, b)-1-2（非通電確認） 

フェーズⅡ and/or Ⅲ  
5.5.2.3.2 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.4.2.1 RF 誤放射防止,フライトピン含む UHR-（電波放射） 

5.5.4.3.2 推進系バルブの誤開放防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） 

5 
5.4.1.3.1 

EM,PFM 組立手順書 
分離スイッチ位置検証 SHR-1.1, b)-1-3（非通電確認） 

フェーズⅡ  
5.5.1.3.5 構造破壊防止 UHR-（スイッチの取付不良） 

6 5.4.1.3.1 EM,PFM 組立工程記録 分離スイッチ位置検証 SHR-1.1, b)-1-3（非通電確認） フェーズⅡ (or Ⅲ)  
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No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

5.5.1.3.5 構造破壊防止 UHR-（スイッチの取付不良） 

7 

5.4.1.3.1 

STM,EM,PFM 振動試験手

順書 

分離スイッチ位置検証 SHR-1.1, b)-3-1（チャタリング確認） 

フェーズⅡ  

5.5.1.3.1 構造の不適切な設計 UHR-(構造破壊) 

5.5.2.3.1 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.5.6.4.1 RF 誤放射防止/分離スイッチ UHR-（電波放射） 

5.5.5.3.1 圧力システムの強度不足 UHR-（圧力システムの破壊） 

8 

5.4.1.3.1 

PFM 分離衝撃試験手順書 

分離スイッチ位置検証 SHR-1.1, b)-3-1（反転確認） 

フェーズⅡ  

5.5.1.3.1 構造の不適切な設計 UHR-(構造破壊) 

5.5.2.3.1 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.5.6.4.1 RF 誤放射防止/分離スイッチ UHR-（電波放射） 

5.5.5.3.1 圧力システムの強度不足 UHR-（圧力システムの破壊） 

9 

5.4.1.3.1 

STM,EM,PFM 振動試験報

告書 

分離スイッチ位置検証 SHR-1.1, b)-3-2（チャタリング確認） 

フェーズⅢ  

5.5.1.3.1 構造破壊防止 UHR-（構造破壊） 

5.5.2.3.1 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.5.6.4.1 RF 誤放射/分離スイッチ UHR-（電波放射） 

5.5.5.3.1 圧力システムの強度不足 UHR-（推進薬漏洩、爆発） 

10 

5.4.1.3.1 

PFM 分離衝撃試験報告書 

分離スイッチ位置検証 SHR-1.1, b)-3-2（反転確認） 

フェーズⅢ  
5.5.1.3.1 構造破壊防止 UHR-（構造破壊） 

5.5.2.3.1 誤展開防止 UHR-（展開機構の意図しない展開） 

5.5.6.4.1 RF 誤放射/分離スイッチ UHR-（電波放射） 
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No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

5.5.5.3.1 圧力システムの強度不足 UHR-（推進薬漏洩、爆発） 

11 
5.4.1.3.1 

PFM グランド系統図 
静電気防止 SHR-1.1, b)-4-1 

フェーズⅡ  
5.4.3.3.1 感電防止 SHR-3, b)-2-2 

12 

5.4.1.3.1 

PFM 検査記録 

GND 系統/静電気防止 SHR-1.1, b)-4-2 

フェーズⅡ (or Ⅲ)  
5.4.1.3.1 防錆処置 SHR-1.1, b)-5-2 

5.4.3.3.1 感電防止 SHR-3, b)-1-2, b)-2-2 

5.5.2.3.1 テグス線冗長目視 UHR-（誤展開） 

13 5.4.1.3.1 PFM 構造図面 防錆材 SHR-1.1, b)-5-1 フェーズⅡ  

14 
5.4.1.3.1 

電磁適合性解析書 
電磁適合性解析書（） SHR-2, b) 

フェーズⅡ  
5.5.6.4.1 RF 誤放射/分離スイッチ UHR-（電波放射） 

15 

5.4.3.3.1 

TKSC 作業手順書 

感電防止 SHR-3, a) 

フェーズⅡ（or Ⅲ)  

5.4.5.3 重量物運搬 SHR-5, b)-2, b)-2 

5.4.12.3 津波・地震 SHR-12, a） 

5.5.2.3.2 誤展開防止/フライトピン UHR-（誤展開） 

5.5.6.4.1 RF 誤放射防止/フライトピン UHR-（RF ご放射） 

5.5.4.3.2 推進系バルブ誤開放防止／フライトピン UHR-（推進薬漏洩、爆発） 

16 
5.5.3.3.1 

PFM 組立図面 
感電防止 SHR-3, b)-1-1 

フェーズ II  
5.4.11.3.1 鋭利端部・バリの除去 SHR-11, b)-1 

17 5.4.11.3.1 PFM 検査報告書 鋭利端部・バリの除去 SHR-11, b)-2 フェーズⅡ (or Ⅲ)  
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＜UHR-(構造破壊)固有＞ 
No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

18 5.5.1.3.5 構造図面 構造破壊防止 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ  

19 5.5.1.3.1 構造解析書 構造破壊防止 UHR-（構造破壊） 
(フェーズ 0/Ⅰ), フェーズ

Ⅱ 
 

20 5.5.1.3.1 衛星吊上げ部強度解析書 構造破壊防止 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

21 5.5.1.3.1 
STM(または MTM) 

振動試験計画書 
構造破壊防止 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ  

22 5.5.1.3.1 
STM(または MTM) 

振動試験報告書 
構造破壊防止 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ  

23 
5.5.1.3.1 

PFM 振動試験計画書 
構造破壊防止 UHR-（構造破壊） 

フェーズⅡ  
5.5.2.3.2 誤展開防止 UHR-（誤展開） 

24 
5.5.1.3.1 

PFM 分離衝撃試験計画書 
構造破壊防止 UHR-（構造破壊） 

フェーズⅡ (or Ⅲ)  
5.5.2.3.2 誤展開防止 UHR-（誤展開） 

25 5.5.1.3.1 ベントホール解析書 ベントホールによる破壊防止 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ  

26 5.5.1.3.3 累積披露損傷解析書 累積披露損傷解析書 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ＆Ⅲ  

27 5.5.1.3.2 PFM 材料証明書 PFM 材料強度 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ  

28 5.5.1.3.4 組立検査記録 PFM ネジ締付トルク・緩み止め管理記録 UHR-（構造破壊） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

29 5.5.1.3.1 輸送作業報告書 輸送作業時の加速度記録 UHR-（構造破壊） （VTL）  
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＜UHR-(誤展開)固有＞ 
No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

30 5.5.2.3.1 PFM 設計図面 誤展開防止/シャープエッジ処置 UHF-（誤展開） フェーズⅡ  

31 5.5.2.3.1 PFM 検査記録 誤展開防止/シャープエッジ処置 UHR-（誤展開） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

32 5.5.2.3.1 テグス強度試験報告書 テグス線破断防止 UHR-（誤展開） フェーズⅡ  

33 5.5.2.3.1 テグス強度解析書 テグス線破断防止 UHR-（誤展開） フェーズⅡ  

34 5.5.2.3.1 保持解放機構設計図 テグス線冗長設計 UHR-（誤展開） フェーズⅡ  

35 5.5.2.3.1 PFM 作業手順書 テグス線結び・ルーティング・張力の確保 UHR-（誤展開） フェーズⅡ  

36 5.5.2.3.1 PFM 作業記録 テグス線結び・ルーティング・張力の確保 UHR-（誤展開） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

37 5.5.2.3.1 テグス長期試験・評価報告書 テグス伸び、緩み防止 UHR-（誤展開） フェーズⅡ  

38 5.5.2.3.1 テグス長期試験・評価報告書 テグス伸び、緩み防止 UHR-（誤展開） フェーズⅡ (& Ⅲ) 
 

 
＜UHR-(RF 誤放射)固有＞ 
No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

39 5.5.6.3 人体に対する影響解析 人体に対する影響防止 UHR-（電波放射） フェーズⅡ 
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＜UHR-(バッテリ加熱による破裂・発火)固有＞ 
No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

40 5.4.6.1.3.1 衛星システム環境試験計画書 内部短絡防止 UHR-(バッテリ加熱による破裂・発火) フェーズⅡ   

41 5.4.6.1.3.1 衛星システム環境試験報告書 内部短絡防止 UHR-(バッテリ加熱による破裂・発火) フェーズⅢ  

42 5.4.6.1.3.1 バッテリ特性評価報告書 内部短絡防止 UHR-（バッテリ加熱による破裂・発火） フェーズⅡ & Ⅲ  

43 5.4.6.1.3.2 FM バッテリ設計図面 外部短絡防止 UHR-（バッテリ加熱による破裂・発火） フェーズⅡ  

44 5.4.6.1.3.2 FM バッテリ組立手順書 外部短絡防止 UHR-（バッテリ加熱による破裂・発火） フェーズⅡ  

45 5.4.6.1.3.2 FM バッテリ組立手報告書 外部短絡防止 UHR-（バッテリ加熱による破裂・発火） フェーズⅡ  

46 5.4.6.1.3.2 FM 二重絶縁指示図面 外部短絡防止 UHR-（バッテリ加熱による破裂・発火） フェーズⅡ  

47 5.4.6.1.3.2 FM 二重絶縁検査報告書 外部短絡防止 UHR-（バッテリ加熱による破裂・発火） フェーズⅡ (& Ⅲ)  

 
<UHR-（GSE の構造破壊)固有> 
No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

48 5.5.3.3.1 
輸送用コンテナ、吊り具

強度解析書 
輸送用コンテナ、吊り具の落下・衝突防止 UHR-（重量物ハンドリング機器） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

49 5.5.3.3.2 
輸送用コンテナ転倒角解

析書 
輸送用コンテナ転倒防止 UHR-（重量物ハンドリング機器） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

50 5.5.3.3.1 
輸送用コンテナ、吊り具

検査成績書 
輸送用コンテナ、吊り具検査の落下防止 UHR-（重量物ハンドリング機器） フェーズ(Ⅱ or) Ⅲ  

51 5.5.3.3.1 
輸送用コンテナ、吊り具

荷重保証試験報告書 
輸送用コンテナ、吊り具荷重落下、衝突防止 UHR-（重量物ハンドリング機器） フェーズⅢ  
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<UHR-（推進薬漏洩、爆発)固有> 
No 本該当項番 文 書 名 ハ ザ ー ド 制 御 関連する HR システム安全審査会（Ph) 備考（メモ) 

52 5.5.4.3.1 
配管系統図（推進薬漏洩防止（多重

シール）設計） 
推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

53 5.5.4.3.1 最大予想使用圧力解析 推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

54 5.5.4.3.1 推進系設計解析書 推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズ(Ⅱ or) Ⅲ  

55 5.5.4.3.1 
タンク、バルブ類、継手類の仕様書・

成績書 
推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅢ  

56 5.5.4.3.1 推進薬との適合性を示す材料リスト 推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅢ  

57 5.5.4.3.1 
配管継ぎ手部（機械継手、溶接部）の

検査計画書 
推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

58 5.5.4.3.1 
配管継ぎ手部（機械継手、溶接部）の

検査記録 
推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅡ (or Ⅲ)  

59 5.5.4.3.1 推進系の耐圧／気密試験計画書 推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズ(Ⅱ or) Ⅲ  

60 5.5.4.3.1 推進系の耐圧／気密試験結果 推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅢ  

61 5.5.4.3.1 推進薬、押しガスの充填圧記録 推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅢ  

62 5.5.4.3.1 射場における緊急排出手順 推進薬漏洩、爆発の防止 UHR-（推進薬漏洩、爆発） フェーズⅢ  
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