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宇宙開発用水晶発振器とは 

 

１．電子機器の宇宙空間での影響について 

人工衛星等、宇宙で電子機器を使用する場合、放射線の影響や激しい温度変化といった非常に厳しい

使用環境に耐えなければなりません。もし故障してしまった場合には修理する事が出来ない為、費用的

な損失(HⅡ-Aロケットで打ち上げ費用：約 100億円、人工衛星製造費用：数百億円)や、人工衛星そのも

のが宇宙ゴミ(space debris)となるなど、多大な影響があります（図１参照）。その為、宇宙用途部品に

は高い信頼性が要求されます。 

 

図１．宇宙環境での宇宙機に対する影響イメージ 

（枠内の赤文字は設計で考慮している項目です） 

 

２．宇宙用途部品への要求 

宇宙用途部品への一般的な要求を以下に記載致します。 

・動作温度範囲：-55℃ ～ +125℃ 

・ハーメチックパッケージ 

・高い耐振動性 

・アウトガスと可燃性の制御 

・長期信頼性 

・耐放射線性 

・ロット保証試験 

・ロットレベルでのトレーサビリティ 
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３．宇宙用発振器の信頼性保証の方針 

人工衛星搭載用発振器として、宇宙用途部品への要求も含め、以下の４つのポイントを設計及び品質

管理に盛り込むことにより、高信頼性を保証しております。 

（１）搭載部品レベルで信頼性を確保 

（２）耐環境性能を考慮した発振器構造 

（３）徹底した工程管理の実施（工程毎に確認及び検査を実施） 

（４）スクリーニング及び Lot 保証のための品質確認試験を実施 

(宇宙開発用信頼性保証混成集積回路共通仕様書：JAXA-QTS-2020適用) 

 

各項目につき、以下に詳述します。 

 

（１）搭載部品レベルで信頼性を確保 

部品レベルで信頼性の保証されている JAXA 認定部品及び MIL 認定部品(Space grade)又は MIL 認定部

品と同等の品質確認試験を実施した部品を採用することで発振器としての信頼を保証しております。 

特に耐放射線性（SEE及び TID）(*1)については、半導体部品として一定レベル以上の耐放射線性を保証

された半導体を採用し、水晶振動子としては宇宙用として実績のある JAXA認定水晶振動子と同じ高品質

な水晶原石から切り出した水晶片を使用することで対応しております。発振器としても品質確認試験の

中で耐放射線性試験（TID）を実施し、品質保証を致しております。 

 

(*1)  耐放射線性 

a) SEE：シングルイベントエフェクト 

単発の高エネルギー粒子が半導体デバイスに入射し、その電離作用により受ける影響。半導体の故障モードには SEL(シングルイ

ベントラッチアップ：一過性の故障、ビット反転等)や SEU(シングルイベントアップセット、永久故障)等があります。 

b) TID：トータルドーズ 

多量の低エネルギー粒子が半導体デバイスに入射し、その電離作用により受ける影響。リーク電流や閾値の変化等徐々にデバイ 

スが劣化していきます。 

 

（２）耐環境性能を考慮した発振器構造 

本発振器への要求仕様で特徴的なものとして、広範囲の動作温度があります。低温及び高温が繰り返

し発振器にかかった場合に、特に部品実装部(はんだ付け部)への熱ストレスによるはんだの劣化が懸念

されます。能動部品は一部でサイズが大きい物を採用しており、熱ストレスの影響を多く受ける事が考

えられる為、はんだ付けではなく接着剤固定及びワイヤボンディングによる電気的接続としております。 

受動部品は、サイズが小さい為、宇宙用として実績のあるはんだを使用して実装おります。 

 水晶振動子は、パッケージングされた水晶振動子を採用するダブルシール構造とすることで、水晶振

動子単体での耐環境性能を確保するともに発振器としての性能を向上させております。また、パッケー

ジに関しては打ち上げ時の振動・衝撃を分散させる目的で、端子数が多い構造を採用しております。 

上記は宇宙用部品として実績のある構造であり、これらを採用する事により構造面での品質を確保し

ております。(図２参照) 
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図２．発振器構造図 

 

（３）徹底した工程管理の実施（工程毎に確認及び検査を実施） 

ISO9001(品質マネジメントシステム )のように、宇宙開発用共通部品等一般共通仕様書

(JAXA-QTS-2000)に準拠した品質保証プログラム計画書を制定し、確実に運用することで工程の品質を管

理しております。 

 

（４）スクリーニング及び Lot保証のための品質確認試験を実施 

  MIL-STD-883に準拠した JAXA 規格(JAXA-QTS-2020)を適用しております。 

 

a) スクリーニング 

初期不良をリジェクトする為にスクリーニングとして、表 1 に示す項目について全数検査を実施して

います。 
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表１ スクリーニング 

順序 試験項目 試験方法／条件 (*2) 

1 安定化ベーク 1008 条件 C（150 ℃, 24 時間） (*3) 

2 温度サイクル試験 1010 条件 C 

3 機械衝撃試験 2002 条件 B Y1 方向のみ 

4 目視検査  

5 粒子衝突雑音検出試験 2020 条件 A 

6 一連番号付け  

7 放射線写真検査  2012  Y1及び X2方向 

8 中間点電気的パラメータ試験 

（バーンイン前、グループ A、 

サブグループ 1） 

周波数、消費電流、出力波形等 

9 バーンイン試験 1015  （240 時間, +125 ℃） 

10 中間点電気的パラメータ試験 

（バーンイン後、グループ A、 

サブグループ 1） 

周波数、消費電流、出力波形等 

11 周波数エージング MIL-PRF-55310 4.8.35.1項を適用 

+70 ℃, 32日 

12 気密性試験 1014 

13 最終電気的パラメータ試験 

1) 25℃ （グループ A、サブグループ 1） 

2) 最高及び最低動作温度 

（グループ A、サブグループ 2, 3） 

周波数、消費電流、出力波形等 

14 外部目視検査 2009 

(*2) 4 桁の数字は MIL-STD-883 の試験方法番号を示す。 

(*3) 安定化ベークは工程内検査での実施とし、スクリーニングでは省略する。 

 

b)Lot保証のための品質確認試験 

 ロットレベルでの品質を保証する為に品質確認試験として、表 2に示す項目について抜取試験を 

実施しています。 
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表２ 品質確認試験 

グループ 
サブ 

グループ 
試験項目 試験方法(*4) 試験条件 

A 

1 電気的特性検査 （常温） 

- 周波数、消費電流、出力波形等 2 電気的特性検査 （低温） 

3 電気的特性検査 （高温） 

B 

1 

外形寸法検査 2016   

リード強度試験 2004 条件 B 

機密試験 1014 条件 A2 及び 条件 C1 

内部水蒸気量検査 1018   

2 

耐溶剤性試験 2015 溶剤 a 

内部目視及び機械的検査 2013, 2014   

ボンド強度試験 2011 条件 C 又は 条件 D 

ダイ剥離強度試験 2019   

3 はんだ付け性試験 2003 +245℃±5℃ 

C 

1 
定常動作寿命試験 1005 +125℃ 1,000h 

終止点電気的パラメータ試験 - グループ A試験サブグループ 1,2,3 

2 

外観目視検査 - 試験法 2009の検査基準による 

温度サイクル試験 1010 条件 C 100サイクル 

衝撃試験 2002 条件 B 

振動試験 2007 条件 A 

気密試験 1014 条件 A2 及び 条件 C1 

粒子衝突雑音試験 2020   

外部目視検査 - 試験法 2009の検査基準による 

終止点電気的パラメータ試験 - グループ A試験サブグループ 1,2,3 

3 
静電気破壊試験 3015   

終止点電気的パラメータ試験 - グループ A試験サブグループ 1 

D 1 

熱衝撃試験 1011 条件 B  15サイクル 

耐湿性試験 1004   

気密試験 1014 条件 A2 及び 条件 C1 

目視検査 - 試験法 1010 or1011 の検査基準による 

E 1 
耐放射線性試験ｎ 1019   

終止点電気的パラメータ試験 - グループ A試験サブグループ 1 

(*4)4 桁の数字は MIL-STD-883 の試験方法番号を示す。 
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以上の様に、部品、構造、工程管理、保証試験それぞれでの品質管理により人工衛星搭載用発振器と

しての高信頼性を保証しております。これにより、宇宙開発用信頼性保証混成集積回路共通仕様書

JAXA-QTS-2020に適合し、国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）の認定を取得致しました。 

宇宙用発振器の外観を図３に、また、電気的特性を表３に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．宇宙用発振器外観（15.8 x 15.8 x 3.5 mm） 

 

表３．電気的性能 

周波数範囲 41 ～ 100 MHz 

電源電圧 DC +3.3 V ± 5 % 

周波数許容偏差 ± 15 ppm 

周波数温度特性 ± 50 ppm 

消費電力 40 mA max. 

出力レベル ACMOS 

長期周波数安定度 ±3 ppm/year(1 年目)、± 1.5 ppm/year(2 年目以降) 

動作温度範囲 -45 ～ +125 ℃ 

 

４．まとめ 

今後は要求に応じて周波数の拡大やパッケージの追加等を検討して参ります。また本設計にて確立し

た構造や品質管理手法を、他市場の高信頼製品へ展開していきます。 

以 上 

 


