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北海道 東北 

九州 



北海道工業大学 

佐鳥研究室 



1. 団体構成 
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2. 佐鳥研究室 
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R(646nm) 

Multi-Spectrum-Camera(RGB+NIR) 

NDVI(R+IR) 

2U-Cubesat 

NIR(747nm) 



3. 三橋研究室・学生サークル 
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Cansat 

CAMUI Avionics 



4. アウトリーチ活動 
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Lecture (Satellite,Communication) 

Make (Antenna) Receive (CW) 



北海道大学  
宇宙環境システム工学研究室 

主な活動 

CanSat実験用小型ロケットMini-CAMUIの研究開発 

Mini-CAMUI用推進系GasCAMUIモータの研究開発 

缶サット団体の方！ 

 Mini-CAMUIに乗りませんか！？ 

ロケット団体の方！ 

 GasCAMUIを使いませんか！？ 
 （懇親会でじっくりとご相談しましょう） 
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研究室なので 
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それぞれ研究テーマを持っています 

CAMUI型ハイブリッドロケットモータのスケール則解明 

 （推力1 tonf 級モータ吹いてます） 

CAMUI型ハイブリッドロケットモータの点火時における 

 安定性の研究 

超小型衛星の熱設計手法に関する研究 

宇宙構造物用液滴ラジエータの研究 

宇宙構造物用大熱容量蓄熱材に関する研究 

大口径パルスデトネーションエンジンの高効率化研究 

 

などなどをしています... 





今年のプロジェクト 

ハイブリッドロケットプロジェクト 

 以前から継続のプロジェクト。 

 今年度の能代イベントでの打ち上げでは、既製
エンジン(L型)用いて、高度2km以上に到達し、海

上回収を行い、センサ計器類のデータ取得を目
的とする。 
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今年のプロジェクト 

ローバープロジェクト 

今年から発足したプロジェクト。 

メンバーはロケットのプロジェクトと兼任して進めて
いる。 

ローバーを製作し、来年度のARLISSのカムバックコ

ンペティションに出場し、カムバックミッション達
成を目指す。 
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東北大学 吉田・永谷研究室 
衛星開発チーム 



50 kg衛星の独自開発 
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まもなく打ち上げ 来年打ち上げ？ 



その他もろもろ 
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東北大学 FROM THE EARTH  

-理念- 

1.大気圏突破 

2.全ての人に夢と感動を与える 



活動紹介 

モデルロケット、ハイブリッドロケットの製作打上 
└資金難のためハイブリッドロケット打上は、現段階では能代宇宙
イベントのみ 

└モデルロケットの製作、そのペイロードなどの技術向上やGSE運
用練習を通し、ハイブリッドロケット打上につなげている 

└今後10年単位での技術向上の後、大気圏突破に向け海外での
打上も視野 
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活動紹介 

宇宙教育の普及および震災復興活動としての
ペットボトルロケット教室の開催・打上公開 
└理念2「すべての人に感動を与える」べく活動している 

└ロケット教室は5回開催し、うち1回は被災地の小学生を招待 

└ロケット教室には火薬モデルロケット打上見学も含む 

└9月に被災地の小学校の授業の一環として行うことが決定 

└ロケット打上はプレスリリース配信 
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メディア掲載・受賞歴 

2013/07/04 東北大学基金課外活動奨励賞受賞 
 └東北大学総長より表彰 

2013/05/06 日本経済新聞(全国記事)に掲載 
 └「大学と地域を結ぶロケット」として紹介 

2013/04/02 河北新報に掲載 
 └モデルロケット一般公開が紹介 

2013/3月 宮城県人材育成情報誌に掲載 
 └東北大・NHK共催復興イベントで開催したロケット教室が紹介 

And more… 
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アウトリーチ紹介 

‘12東北大学祭 
 └モデルロケット打上の一般公開 

 

 

復興支援活動をみんなで応援するポータルサイト
「東北1000プロジェクト」での掲載 
 └被災地でのロケット教室プロジェクト 

 

ロケット打上・ロケット教室開催時のプレスリリース 
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愛知工科大学 STELA 
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大西研究室 
【卒研生】 

【課外活動】 

宇宙技術研究部 
Space Technology Laboratory 

 

ARLISS参加 
STELAⅠ・STELAⅡ 



 

製作した動作確認用機体(左) と 第一試作機(右) 

 

 

 

 

 

 

現在までの進捗状況(１) 

タイヤ部､車軸部､筐体部の製作・組立完了 

 

アルミ製仮構造体                 新スポンジタイヤ      基板 

 

 

 

車軸部 

CFRP筐体 
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カプセル収納時 



現在までの進捗状況(２) 
グランドでの走行試験による駆動部構造の確認 

校舎７階からのパラシュート落下によるパラシュート開
傘確認と落下後のローバ耐構造設計の評価試験 

⇒基本構造の決定 

 

機構動作確認用機体(左)と落下試験とパシュート(右) 
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大阪工業大学 人工衛星プロジェクト 



PROITERES 
PRoject of OIT Electric-Rocket-Engine onboard Small Space Ship  

（大阪工業大学・電気推進ロケットエンジン搭載小型スペースシッププロジェクト） 



 ミニマムサクセス  FMの製作 

 フルサクセス  各種のデータ取得 

 アドバンスサクセス  姿勢制御を行い，目標地点まで自律制御 

低学年を対象とした教育プログラム 

質量 50[kg] 

サイズ 
500[mm]×500[mm]×500[mm] 

（パドル展開前） 

開発開始 2010年11月 

寿命 1～2年 

メインミッ
ション 

PPTによる動力飛行 

サブミッ
ション 

リアクションホイールの実証 

1号機の技術を基に、スラスタを大型化させた実用衛星 



大阪府立大学 
小型宇宙機システム研究センター 

～団体紹介，愛称・メッセージ募集の告知～ 

 



大阪府立大学SSSRCの活動紹介 

               

OPUSAT 
10cm級の超小型衛星 
現在，FM開発中！ 
H-IIA相乗りで，2014年に打ち上げ 

 

新入生教育 
上回生が1回生を指導 

回路，プログラム講習 
CanSat 

衛星開発への橋渡し 
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プログラム講習 CanSat 

               
 小型宇宙機システム研究センター   

 Small Spacecraft Systems Research Center 

 SSSRCで覚えてください！ 

・LIC搭載電源システム 
・太陽電池パドル展開 
・磁気トルカによる太陽指向制御 

リチウムイオン
キャパシタ（LIC) 



マイクロフィルムメッセージ募集 
～流れ星に願いを～ 
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あなたの願いをOPUSATに載せてみませんか？ 

OPUSATはミッションを終えたあと流れ星になります． 

打ち上げ 

マイクロフィルムに OPUSATが 
宇宙に届けます 

寄せられた 
願いを 

運用後 

OPUSATが 
流れ星に！ 

2014年前半 
打ち上げから 
３か月～１年 



親しみやすい愛称を募集します！ 
OPUSATの名づけ親になってみませんか？ 

OPUSATにぴったりの愛称を募集いたします。 
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キーワード 
大阪から宇宙へ！ 流れ星 手作り衛星  
先進電源システム 手のひらサイズ etc.  

愛称に込めた思いもお聞かせください 

締切は7/31です！ 

詳細は、HPで！ 
 



ご清聴ありがとうございました 
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OPUSATの 

愛称・メッセージ募集の詳細は， 

「府大 衛星」で検索！ 

 

 



神戸大学 宇宙工学研究会『アカツキ』 

団体活動開始時期:  2009年 

結成当時活動目的:  一つのチームでモノづくりをする 

 今までの開発対象:  Cansat, Rover,Rocket 

UNISON内での目標: 自団体のみが持つ強みを作る 

今後数年内の目標:  実用可能なRoverの開発 

  特化させたい領域:  ロボティクス 



和歌山大学宇宙開発プロジェクト 



 鳥取大学  

宇宙開発研究会 T-SAT プロジェクト 



団体紹介 

2011年4月に発足 

 

目標：学生による小型人工衛星の開発 

 

現在：必要な技術を習得するため、CanSat 
    製作が主な活動 
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香川大学工学部 能見研究室 



香川大学 能見研究室 

テザー宇宙ロボットSTARSシリーズの開発 
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STARS(KUKAI) 
テザー伸展制御 

STARS-Ⅱ 
EDT(Electro dynamic Tether)による電流収集 



香川大学 能見研究室 

 CanSat製作活動 

香川CanSatの開催 

  四国内でのARDF競技への参加・ミニARDFの開催 

大型望遠鏡による衛星の多地点観測 
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高知工科大学 
山本研究室/Space.Lab 

  代表  ：木原大城 

副代表：山城紹吾 



山本研究室 
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宇宙花火実験 音波計測実験 

人工的に作った雲 
 

地上、航空機 
 

風速を算出 

スピーカーとマイク
を搭載 

 
音波を計測 

©JAXA 



Space.Lab 

      

    設計                    設計 

   

   製作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 イベント等で使用           ３Dプリンター 

                        で造形 
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鹿児島大学 西尾研究室 

大気水蒸気観測衛星KSAT開発プロジェクト 



研究内容(2013年7月現在） 

2013年度 冬期打ち上げ予定の超小型人工
衛星KSAT2の開発 

 

低高度における衛星軌道予測プログラムの
作成 

 

ドップラーシフトによる軌道決定プログラムの
作成 
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これまでの経緯 

2006年：プロジェクト立ち上げ 

 ↓ 

2010年：KSAT（ハヤト）打ち上げ 

 ↓ 

2014年：KSAT2打ち上げ予定 
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金星探査機「あかつき」相乗り衛星KSAT 

 2010年5月 
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../../My Documents/お仕事など/鹿児島衛星/研究会・展示会･関連組織/2010年度九航協総会講演/060202.MP4


KSAT2 
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九州工業大学 
研究・開発対象  

パラフォイルを用いたフライバック型カンサットの開発 

参加プロジェクト 

• 能代宇宙イベント CanSat競技 

• ARLISS CanSat競技 

CanSat投下実験 飛行中のCanSat 



Self Introduction 
Kyushu University 

Space Systems Dynamics Laboratory 

九州大学 宇宙機ダイナミクス研究室 



we are 

Space Systems Dynamics Laboratory 
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we are 

Space Systems Dynamics Laboratory 
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Member 

Global ! 



we are 

Space Systems Dynamics Laboratory 
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A ctivities 

Apply astrodynamics to space debris issues 

Modeling 

Measurement 



we are 

Space Systems Dynamics Laboratory 
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P roject HP http://idea.aero.kyushu-u.ac.jp/  
Also, find us on twitter or facebook 

http://idea.aero.kyushu-u.ac.jp/
http://idea.aero.kyushu-u.ac.jp/
http://idea.aero.kyushu-u.ac.jp/
http://idea.aero.kyushu-u.ac.jp/
http://idea.aero.kyushu-u.ac.jp/


we are 

Space Systems Dynamics Laboratory 

第2回 UNISAS-UNISON合同イベント 52 

Thanks! 



九州大学PLANET-Q 
活動紹介 

九州大学工学部機械航空工学科B3 
PLANET-Q代表  金澤 昌範 



PLANET-Qとは 
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 “宇宙開発を体験する”  
  をテーマに結成された 
  宇宙開発体験サークル 
 
学内の様々な学部・学科 
  から集まり、ロケット班・ 

 CANSAT班に分かれて活動 
 



モデルロケット 
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オープンクラスCANSAT輸送用モデルロケット
「フジセト」の設計、運用 

1kgのCANSATを高度100ｍ 

  まで輸送可能 

展開方式の改良により 

  信頼性が向上 

 



CANSAT 

ローバー型 

H8マイコン 

障害物回避機能 
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OBC 

H8/3664 

POWER 

Li-Po  

アクチュエータ 

トルク
チューン
モータ×2 

分離用 

サーボ 

モータードライバIC 

DC-DC 

 コンバータ
ー 

GPS 

記録媒体 

EEPROM 

アクチュエータ 

動
作
命
令 

位置＆経路 

  情報 

昇圧電力供給 

電圧制御 

 制御データ 

   保存 

システムへの電力供給 



ロケット製作教室 

小中学生対象の小型モデルロケット製作教室 

ものづくりの楽しさ、科学の面白さを知ってもらう 
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伊都祭、農協祭でのロケット打ち上げ 

地域の方々の前でのモデルロケット公開打ち上げ 

地域の方々との交流 

第2回 UNISAS-UNISON合同イベント 58 



その他 

ゼミ 

  ・興味を持ったテーマについて発表 

  ・知識の共有、発表技術の向上 

 

無重力実験コンテスト 

  ・2010年度に参加、入賞 

  ・今年度は1年生が主体となって応募 
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ご清聴ありがとうございました 


