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近年、超小型衛星の打ち上げ数は増加しており、今後も増え続けることが予想され
る。その一方で、大量に素早く開発することができないという課題がある。この原因
の 1 つとしてインターフェイスの標準化が遅れていることが挙げられる。そこで、外
部インターフェイスの 1 つであるアクセスポートに注目した。本研究の目的は、1U キ
ューブサットの標準アクセスポートの検討である。開発者と利用者の立場から標準ア
クセスポートについて検討し、USB Type-C と CPLD を用いたアクセスポートの試作
試験を行った。今後は、FPGA を使用したインターフェイスの統合基板を製作し、ア
クセスポートの標準化に取り組む予定である。
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In recent years, the number of the launched nanosatellites has increased, and is
expected to grow more. On the other hand, it is difficult to develop them quickly and mass
produce them. One problem has been standardizing the interface. Therefore, I focus on
the access port as one of the interfaces. The aim of this research is to consider the standard
access port for 1U CubeSat. In terms of user and developer, it was thought and, created
and tested the prototype in which is used USB Type-C and CPLD. In the future, it is
better to develop the interface integration board on which FPGA is mounted. Also, more
work needs to be done to standardize the access port.
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