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UNISEC WORKSHOP 2006 最終プログラム(12月5日版)　　　2006年12月9日・10日　東北大学・青葉山キャンパス

<全般的な注意>

一般講演は各講演あたり20分です(準備・講演15分+質疑応答5分)。特別講演のみ各30分です(質疑応答含む)。

割り当てられた時間は厳守してください。円滑なワークショップ運営にご協力をお願いいたします。

講演番号は仮であり、1月15日までにご提出頂く講演原稿では新しい番号を設定いたします。

本プログラムに関するお問い合わせはWS事務局 unisecws2006@astro.mech.tohoku.ac.jp までお願いします。

会場：工学部・工学研究科　共通講義棟　共通第２講義室

<12月9日(土)>

開始時刻 割当時間 講演番号(仮) 所属団体 講演題目等 代表発表者

12:00 1:00 受付時間

13:00 0:05 開会挨拶 八坂哲雄

13:05 0:05 ワークショップ2006の案内 吉田和哉

13:10 0:10 A01 能代宇宙イベント報告 齋藤　基

13:20 0:10 A02 ARLISS2006報告 中須賀真一

13:30 0:10 A03 地上局WG報告 坂本祐二

13:40 0:20 C01 北海道大学　宇宙環境システム工学研究室 CAMUI ロケット異常燃焼対策の現状 永田晴紀

14:00 0:20 C02 九州大学　宇宙機ダイナミクス研究室 九州大学における衛星開発プロジェクト活動報告 鶴田佳宏

14:20 0:20 C03 秋田大学　学生宇宙プロジェクト 秋田大学学生宇宙プロジェクト活動報告 熊谷圭太

14:40 0:20 C04 電気通信大学・東京工業大学　高玉研究室 電通大・東工大合同ローバプロジェクト 大川剛宏

15:00 0:20 C05 創価大学　黒木研究室 創価大学CubeSat"Excelsior"開発状況とARLISS2006活動報告 松永英行

15:20 0:20 C06 兵庫県立大学　熱工学研究室 兵庫県立大学での非燃焼小型ロケットエンジンの開発 長畠規夫

15:40 0:20 <休憩>

16:00 0:30 B01
総務省総合通信基盤局電波政策課国際周波数政策
室国際調整係

特別講演　衛星周波数の国際調整について（小型衛星への適用に焦点
を当てて）

吉田丈夫

16:30 0:20 C07 大阪府立大学　宇宙環境利用工学研究室 Can-Sat打上げ用CEESロケットの現状と開発計画 小泉拓郎

16:50 0:20 C08 鹿児島大学　西尾研究室 鹿児島大学での活動報告 小澤　泉

17:10 0:20 C09 東京大学　中須賀研究室 東京大学における超小型衛星プロジェクトの現状と展望 田中崇資

17:30 0:20 C10 九州工業大学　趙・豊田研究室 九工大衛星開発プロジェクト 大瀬貴之

17:50 0:20 C11 東京工業大学　松永研究室 東京工業大学松永研究室2006年活動報告 山中富夫

18:10 0:20 C12 首都大学東京　湯浅研究室
液体酸素中でのPMMAの燃焼による気体酸素発生の可能性について―
SOFTハイブリッドロケットエンジンへの応用を目指して―

熊澤郁乃

18:30 0:30 <会場移動>

19:00 2:00 懇親会

21:00 <1日目終了>



<12月10日(日)>

開始時刻 割当時間 講演番号(仮) 所属団体 講演題目等 代表発表者

8:40 0:20 C13 香川大学　能見研究室 香川大学でのCanSatと衛星開発の活動報告 吉原英喜

9:00 0:20 C14 Kansai Space Explorers KSEの活動紹介 峰松拓毅

9:20 0:20 C15 東北大学　吉田・永谷研究室 東北大学の活動報告
氏家恵理子／関口
晃博

9:40 0:20 C16 九州工業大学　宇宙システム研究室 小型の有翼式ロケット実験機の開発状況と予備飛行実験 廣木　侑

10:00 0:20 C17 東海大学　学生ロケットプロジェクト (TSRP) 東海大学における小型ハイブリッドロケット打ち上げ実験 笹川千春

10:20 0:20 C18 都立航空高専　石川研究室 航空高専衛星の中間報告
井出守／小澤健／
佐藤義昭／徳永宏

10:40 0:20 C19
北海道工業大学　佐鳥研究室／北海道大学　混沌
系工学研究室／同　宇宙環境システム工学分野

超小型人工衛星HIT-SATの成果報告
大野努／松島幸太
／榊原隆浩

11:00 0:20 C20 青山学院大学　宇宙研究会 青山学院大学宇宙研究会の活動報告 戸貝公宣

11:20 0:20 C21 日本大学　中村・宮崎研究室 日本大学における今年度の活動報告 有田公輔

11:40 0:20 C22 宇宙開発フォーラム実行委員会 宇宙活動における法律的・政策的視点 横手紗織

12:00 1:00 <昼休み>

13:00 0:30 B02 東北大学　航空宇宙工学専攻 特別講演　東北大学「フライト実践による航空宇宙フロンティア」の紹介 吉田和哉

13:30 0:10 D01 UNISONプロジェクト
極圏における遠隔衛星運用実験～極圏の地上局利用によるCubeSatハ
ンドオーバー運用試験

倉原直美（九州工
業大学）

13:40 0:10 D02 UNISONプロジェクト 能代実験利用促進プロジェクト報告
中井大助（秋田大
学）

13:50 0:10 D03 UNISONプロジェクト
内之浦宇宙空間観測所での、学生によるロケット打ち上げ実験に関する
検討会

堤 明正（東海大学）

14:00 0:10 D04 UNISONプロジェクト UNISEC研究室紹介プロジェクト
峰松拓毅（大阪府
立大学）

14:10 0:10 D05 UNISONプロジェクト 母校訪問プロジェクト～2006年度前期の活動報告
山口敬之（筑波大
学）

14:20 0:10 D06 UNISAS（UNISEC Alumni Association） UNISECの卒業生組織、UNISAS誕生！ 三輪章子

14:30 0:05
学生討論の進め方についての説明・コーディネータの紹介・グループ分
け・グループ内での自己紹介など

14:35 0:10 <休憩>

14:45 1:45 学生討論

16:30 1:00 討論結果発表

17:30 0:15 UNISON賞発表・表彰

17:45 0:15 総括

18:00 <WS終了>



～キャンパス案内～ 
 (1) 講演会場案内図 

UNISEC2006会場：東北大 青葉山キャンパス 

図書館

機械・知能系

バス停：工学部中央
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デイリーヤマザキの予定
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UNISON討論会場(日)

懇親会会場
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UNISON討論会場(日)

懇親会会場
 

 

(2) 各会場案内図 

本会場：共通講義棟 

至 バス停

共通講義棟2

共通講義棟1

至 バス停

共通講義棟2

共通講義棟1
 

その他会議場：機械・知能系各教室 

・301
・302

・Ⅱ204
・Ⅱ205
・Ⅱ213
・Ⅱ214
・Ⅱ215

機械系1号館
至 バス停

機械・知能系

・Ⅰ203
・Ⅰ204

機械系2号館

共同棟

・301
・302

・Ⅱ204
・Ⅱ205
・Ⅱ213
・Ⅱ214
・Ⅱ215

機械系1号館
至 バス停

機械・知能系

・Ⅰ203
・Ⅰ204

機械系2号館

共同棟

 
 

○バス運行ルートⅠ 宮教大行き
・・・ 扇坂 → 半導体研究所 → 工学部中央 → ・・・

○バス運行ルートⅡ 理学部，動物公園行き
・・・ 情報科学研究所 → 工学部西 → 工学部中央 → ・・・

○バス運行ルートⅠ 宮教大行き
・・・ 扇坂 → 半導体研究所 → 工学部中央 → ・・・

○バス運行ルートⅡ 理学部，動物公園行き
・・・ 情報科学研究所 → 工学部西 → 工学部中央 → ・・・

共通講義棟 

共通第１講義室 

共通第２講義室

 
本会場 … 共通第２講義室 
事務局 … 共通第１講義室 
 
○UNISON 討論（日） 
 … 共通第２講義室・共通第１講義室 
○昼食（日） 
 … 共通第２講義室 

 
 
○UNISEC 教員会議（土）…機械系２号館２０３ 
○UNISON 会議（土）…機械系２号館２１４ 
○周波数 WG 会議（日）…機械系２号館２１４ 
○地上局 WG 会議（日）…機械系２号館２１４ 
 
○その他予備会場 
 …機械系１号館２０３・２０４ 
  機械系２号館２０４・２０５・２１３・２１５ 
  共同棟   ３０１・３０２ 

Ⅱ203 



A01  能代宇宙イベントの紹介 
団体名：秋田大学 能代宇宙イベント協議会 

代表：小林 さやか(秋田大学工学資源学部土木環境工学科 2 年次／kobayashi.sayaka@gmail.com) 

発表：齋藤 基(秋田大学工学資源学部材料工学科 1 年次) 

連絡先：〒010-8502 秋田県秋田市手形学園町 1-1  

秋田大学工学資源学部付属施設ものづくり創造工学センター 

 Tel/FAX 018-889-2806 

HP：http://www.mono.akita-u.ac.jp/noshiro/ 

■ 能代宇宙イベントとは？ 

日本では宇宙開発は JAXA 主導で進められ、世界の最先端をいくロケットが開発されてきました。日本

は諸外国に比べるときわめて限られた資金・人材を集中させることで、これまで世界に並ぶ開発を進めて

くることができました。しかし日本の宇宙開発が 50 年目の曲がり角を迎える現在、宇宙開発の流れは官主

導の先端争いから民主導の広範囲な技術普及と商業化の時代へと変わりつつあります。民間有人宇宙船の

打上成功は、まさに象徴的な出来事といえるでしょう。日本でもまた、様々な団体・研究機関において宇

宙開発への取り組みが始まっています。これまで手が届かなかった宇宙という領域に、一般の大学や企業

が手を伸ばし始めています。しかし現在日本でロケットを打ち上げられる場所は限られており、今後期待される宇宙開発の水平展開のためにはロケッ

トの射場・缶サット等の実験を行える広い敷地が必要となります。秋田県能代市は JAXA 多目的試験場を抱え、その南に周りを広大な松林に囲まれた

長さ 3km、幅 500m の平坦地を持ちます。能代宇宙イベント協議会ではこの広大な土地を日本の宇宙教育のために使えないか、2004 年夏より検討を

進めてきました。その結果地元能代市および秋田県の御協力を頂き、今年 2005 年夏より毎年、この地で宇宙イベントを開催することが可能となりま

した。 

■ １年目 

 2005 年行われた第一回目の能代イベントでは、10 団体・150 名

の参加がありました。東海大学によるハイブリットロケットの打ち

上げ、缶サットのカムバックコンペディション、ローバーのカムバ

ックコンペディションが行われました。 

■ ２年目 

 今年はイベント運営に秋田大学の学生が加わりました。缶サット

のカムバックコンペディション、ローバーのカムバックコンペディ

ションと秋田大学・筑波大学・東海大学によるハイブリットロケッ

トの打ち上げ、一般参加者によるモデルロケットの打ち上げが行わ

れました。参加団体も一年目より増え、20 団体、250 名の学生が

参加しました。今年の参加団体→UNISEC 青山学院大学宇宙研究

会 秋田大学学生宇宙プロジェクト 岩手高校化学部 香川大学

能見研究室  九州大学宇宙機ダイナミクス研究室 九州大学 PLANET-Q  慶應義塾大学吉田研究室 創価大学黒木研究室 筑波大学 STEP 東

海大学 TSRP 東京工業大学松永研究室 東京大学 SKY WITS 東京大学 SAMURAI 東京大学 SNUT 東北大学 有人ロケット研究会 ほか 

■ 今後の能代イベント運営 

□2007 年能代イベント 
来年は学生だけでなく、さらに多くの見学者が訪れるようなイベントにしようと企画検討中です。 

開催日：2007/8/23,24(予定) 

内容：ハイブリットロット打ち上げ・缶サットカムバックコンペ・ローバーカムバックコンペ・大型モデルロケット打ち上げ ほか 





5th University Space Engineering Consortium Workshop (UNISEC-WS 2006), Sendai, December 9-10, 2006. 

C02

九州大学における超小型衛星開発プロジェクト活動報告 

鶴田佳宏，四元和彦，平山寛，花田俊也，Jozef van der Ha (九州大学) 

九州大学 大学院工学研究院 航空宇宙工学専攻 

福岡市西区元岡 744番地 

tsuruday@aero.kyushu-u.ac.jp 

概 要 

本論文では，現在当研究室において開発中の QSAT という小型衛星開発プロジェクトの紹介と現状，

今後の予定を報告する．QSATとは，正式名称をオーロラ帯磁化プラズマ観測衛星 QSAT(Kyushu Satellite)

といい，九州大学航空宇宙工学部門宇宙機ダイナミクス研究室，軽構造システム研究室，九州大学宙空

環境研究センター，九州工業大学宇宙環境技術研究センター，福岡工業大学田中研究室が合同で開発を

進めている 50kg 級の超小型人工衛星である．ミッションの主目標は，オーロラ帯を通過する衛星の帯

電状況を観測すると同時に，オーロラ帯を通過する際の磁場及びプラズマ密度の変動も観測し，衛星帯

電現象のメカニズムを解明すること，及び九州大学宙空環境研究センターが地上に配置した磁場観測網

を用いて予測しているオーロラ帯沿磁力線電流を上記の観測により検証することの 2つである．  

ミッション機器として九州大学宙空環境センターが担当している磁力計，九州工業大学宇宙環境技術

研究センターが担当しているプラズマプローブを搭載する．宇宙機ダイナミクス研究室では，軽構造シ

ステム工学研究室，福岡工業大学田中研究室とともに，衛星のバス機器開発を主導して行っている．現

在，各 EMユニットの各種環境試験，動作確認試験を実施している段階である．  

 

QSATの詳細は以下のWeb ページを参照． 

QSAT Official Website URL  http://ssdl-www.aero.kyushu-u.ac.jp/qsat/ 



C03　秋田大学学生宇宙プロジェクト　活動報告

代表者：熊谷圭太　　

秋田大学 工学資源学部 附属ものづくり創造工学センター　学生宇宙プロジェクト

〒010-8502　秋田県秋田市手形学園町 1-1　
電話/FAX：018-889-2806 (専任教官室)　　E-mail：assp@mono.akita-u.ac.jp

概要

本プロジェクトは、学生自らの手で宇宙を目指す、学科・学年を問わない有志による団体である。

＜ロケット部門＞

能代宇宙イベントでのハイブリッドロケット打ち上げ計画

　2006年 8 月 19 日に行われた能代宇宙イベントに於いて、ハイブリッドロ

ケットを打ち上げて安全に回収を成功させることを目的とし、 2006 年 1 月

から活動開始。途中短期的なプロジェクトを立ち上げ、FRP を用いて機体製

作されたＥ型エンジンモデルロケットの打ち上げ、JAXA 能代多目的試験場

に於ける筑波・東海大共同ハイブリッドエンジンの燃焼実験、共用ハイブリ

ッドロケットランチャーの組立、またハイブリッドロケットの試射など、本

目的を達成すべく、活動範囲を広げ他大学の協力を得ながら技術の習得を行

った。実際に打ち上げた機体は J 型ハイブリッドエンジン以外全て自作した

もので、H8 マイコン制御タイマー式の電磁石を用いた開放機構を搭載、飛行

中のデータを３軸加速度計で計測し内部に保存、打ち上げ回収後に記録した

データの解析を行おうと試みた。しかし打ち上げ結果は、点火し飛翔したも

のの、予想到達高度より 200 メートルほど低い高度で落下を始め、開放しパ

ラシュートは放出されたが、ショックコード切断によりそのまま墜落。この

失敗を踏まえ、現在はモデルロケットで基本を学ぶプロジェクトと、より高

い高度を目指すためのエンジン開発プロジェクトが活動を行っている。

ランチャー組立(能代市子ども館)

燃焼実験（JAXA 能代多目的試験場）

ハイブリッドロケット打ち上げ

＜衛星部門＞

小型人工衛星打ち上げ  を目指して  

　2005 年 4 月から活動開始した衛星部門は、小型人工衛星を宇宙へ打ち上

げることを目標としている。人工衛星開発のための技術を取得するために、

カンサットとローバーのプロジェクトを立ち上げ、それぞれが電子系と構造

の研究を行った。昨年からの課題だった GPS データの取得と EEPROM へ

のデータの格納に関しては、2005年能代宇宙イベント、IAC 記念カムバック

コンペ後に、3ヶ月にわたって電子系の要素技術(GPS,EEPROM,PIC マイ

コン)の基礎的な情報収集を行った。この収集した情報を基に製作したカン

サットで出場した 2006年能代宇宙イベントでは、フライバックコンペの結

果、失格となったため ARLISS を辞退した。この失敗を見直し 9 月後半に秋

田大学内で行ったフィールド実験では、制御履歴の取得に成功した。また、ロ

ーバーコンペにも出場し、構造本体を回転させるローバーを製作した。今年

のイベントでの結果を受け、課題となった無線技術と電源技術の取得を中心

とするプロジェクトの活動を現在行っている。また、今年は辞退した

ARLISS への出場も来年の課題であり、今後人工衛星の開発に必要な基盤技

術の取得と共に、カンサット、ローバーを通して確実に動作する機体をつく

ることに努める。

製作したカンサット

ローバー試作機



C04   電通大・東工大合同ローバプロジェクト 
電気通信大学・東京工業大学 高玉研究室 

代表 大川剛宏 
okawa@cas.dis.titech.ac.jp 

 
概要 

 
高玉研では 2004 年から ARLISS を通して情報技術を用いたローバの作成を目的として
活動を行い、今年で 3 年目を迎えました。2006 年のローバの特徴は昨年度の筐体と比べ、
タイヤ材質の見直しによる強度、タイヤの形状の工夫による直進性の向上、携帯電話用リ

チウム電池使用による踏破性の向上を図った筐体になっており、昨年度の反省を活かした

モデルとなっている。パラシュート分離機能については超音波センサーを用いた着地検出

及びニクロム線によるパラシュート切断機構を実装している。2004･2005 の両年度に使用
していたPDAに関してもGPS機能の向上等の理由からモデルチェンジを行った。そして、
以上のシンプルなハードウェアの動作を PDAに搭載したソフトウェアによって制御してい

る。 

アメリカでの打ち上げ実験ではパラシュートカットは成功したものの、動き出すまでに

時間がかかりすぎたために電池切れという結果になってしまった。しかし走行に関しては

現地の予備実験によって踏破性を実証することができた。 

2007年以降はこの反省を活かし、ハードウェアの障害に対してソフトウェアからアプロ

ーチする方法を計画している。 



C05   創価大学 CubeSat “Excelsior”開発状況と ARLISS2006活動報告 
創価大学 黒木研究室 代表者：松永英行(himatsu@soka.ac.jp) 

 
2006年度の，ARLISSプロジェクトにおける CanSatの開発及び，CubeSatプロジェク
トにおける「Excelsior」の開発状況について報告する． 

 
■ARLISSプロジェクト 
 
ARLISS2006では，技術試験機を 1機， 
Comeback Competitionに参加したローバー機を 1機開発した． 
【JAC-SAT】 ：JPEG And Communication SAT 
 CubeSatでの JPEG圧縮基礎技術開発  
【ROCKS】 ：GPS制御による Comeback 
 昨年の失敗をいかし，切り離し機構を強化 
  
 
■CubeSatプロジェクト“Excelsior” 
 
【ミッション】 

 FPGAを用いて耐放射線設計されたコンピューティングシステム 
 FPGAを用いた内部三重化 CPU 
 リコンフィグレーションシステム 

 CMOSイメージセンサでの地球画像の取得 
 独自の画像判定システム 
 画像データの JPEG圧縮 

 アマチュア無線帯を用いた通信・テレメトリデータの提供 
 HK・画像データの提供 
 受信用ソフトウェアの提供 

 
【今年度の開発状況】 
 今年度 CubeSat “Excelsior”の開発は飛躍的に進んだと言えるだろう．統合化制御系の設
計，通信系の設計は以前からある程度進んでいたものの，電源系と構造系については手付
かずの状態だったと言ってよかった．今年度に入り，電源系と構造系の再構成を行い，現
状把握から始め，一つ一つ問題をクリアしてきた． 
結果，電源系は BBMシステムの完成，使用太陽電池の決定・貼り付けのノウハウの獲得
を行うことができた．構造系については，EM筐体の設計・製作を行い，現在，試験の準備
を行っている． 
さらに，統合化制御系についても，使用する FPGA の決定に始まり，内部三重化 CPU
システムの組み込み，リコンフィグレーション機能の実現，搭載ソフトウェアの開発を行
い，地上局との性能試験を行った．通信系は，搭載アンテナの開発，性能評価，さらにア
ンテナ展開機構の製作を行った．地上局としては，送受信の整備を完了し，周波数申請を
進め，地上局ソフトウェアの開発を行っている． 
 
【今後の予定】 
当初のスケジュールから若干の遅れを取ったがBBMの開発を終了し，PDRを開催する．

BBM からのフィードバックを受け，EM の開発を開始する．2008 年夏期の打ち上げを目
指し，漸進していきたい． 

 
■謝辞 
今年度，さまざまな方々のご支援があり，これだけの進展を遂げることができました．
この場をお借りして，感謝申し上げたい． 

 
 

mailto:himatsu@soka.ac.jp
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Can-Sat 打ち上げ用 CEES ロケットの現状と開発計画 

小泉拓郎，岩田理乙，宮本拓弥，宇野陽祐，比江島俊彦，真鍋武嗣 

大阪府立大学 工学部 航空宇宙工学科 宇宙環境利用工学研究室 

堺市中区学園町 1-1 

koizumi@aero.osakafu-u.ac.jp 

概 要 

CEES（Cryogenic Economy Environment Safety）ロケットとは、LN2 と H2O を混合させることにより、

推力を得る非燃焼型ロケットである。本ロケットは、CEES という名前の由来の通り、燃焼過程を伴わ

ないため、経済的で、環境にも優しく、安全に取り扱うことができる。このように、学生の教育用ロケッ

トとして、優れた点を多く持つ。 

近年、全国の大学などで Can-Sat の開発が盛んに行われている。しかし、国内の現状を見るとロケッ

トで Can-Sat を打ち上げられている例は少なく、ほとんどはロケットの代用として、気球などを利用し

ている。そこで、大阪府立大学では、CEES ロケットの利点を生かした、Can-Sat 打ち上げ用 CEES ロケッ

トの開発を進めている。 

2004 年に CEES１号機により、世界で初めて本方式による非燃焼型ロケット打ち上げに成功して以来、

2 度目の打ち上げを 2006 年 9 月に行った。打ち上げ試験では、CEES2 号機の改良型である CEES-2A を

用いた。1 号機からの大きな変更点は、タンク押し出し方式、燃料タンク構造、フェアリング開放方式

の三つである。結果は、目標高度には届かず、完全な状態での回収はできなかった。しかし、非燃焼型

CEES エンジンの有効性が示せたとともに、さまざまな成果、課題を得ることができた。 

現在、これまでの CEES ロケットの技術を踏襲し、大幅な改良を加えた新型機 CEES-X を設計開発中

である。このロケットの開発には、今までの経験から得られたロケットシステムについての成果と課題

を考慮するとともに、高性能化を目指し、非燃焼型 CEES エンジンの最新の研究成果も取り込まれる予

定である。 



C08    講演題目：鹿児島大学での活動報告 

発表者：小澤 泉     所属：鹿児島大学理学部西尾研究室 

連絡先：zawa.ozawa@ezweb.ne.jp 

 

 鹿児島大学西尾研究室では、衛星からの電波を用いた地球大気の観測的研究、衛星の軌道決

定に関する研究などを進めている。 

 

１、 LEO 衛星電波を用いた対流圏下層部のダイナミクスに関する研究 

  低高度地球周回衛星(LEO 衛星) から送出される電波を地上で受信し、衛星とアンテナを結ぶ

伝搬路の状態を観測している。LEO 衛星電波の受信は、鹿児島大学理学部棟の屋上に設置された

３機のアンテナで構成される電波干渉計により行っている。各アンテナに到達した衛星電波の位相

揺らぎは対流圏下層部の水蒸気分布およびその時間変動と関連していると考えられている。本研究

ではこの揺らぎと気象との関係を見出す事を目標としている。これまでの研究から、位相の揺らぎが

小さければ天気は好転傾向にあること、位相の揺らぎが大きければ悪天傾向にあることが分かってき

ている。春期( 4 月・5 月)のデータの検討では、天気との対応はほぼ 7 割（67％）という結果を得てい

る。本研究の最終目標は観測結果をもとに局地的な集中豪雨や雷雲の発生を予測することにある。  

 

２、 小口径電波干渉計を用いた低高度地球周回衛星の軌道決定法の開発 

 LEO 衛星から放射される電波を小口径電波干渉計により受信する方法により、新たな軌道決定法

を開発することを目指している。本研究は、東北大学および JAXA 宇宙科学研究本部との共同研究

により進めており、衛星の観測とデータ解析を鹿児島大学が、軌道決定プログラムの開発を東北大

学が、解析結果の評価を JAXA が担当している。これまでの解析から、取得データに時刻ずれが含

まれているものがある事が判明した。現在、時間精度向上に向けたシステムの改良を進めている。 

 最終目標は、簡便な観測システムで人工衛星の軌道のずれを数ｍ以内に抑えることにある。 

 

３、 ３基線 VLBI による対流圏下層部のダイナミクスに関する研究 

 静止衛星からの高マイクロ波帯の電波を超長基線電波干渉計（VLBI）により観測する方法により、

広い時間変動範囲の大気位相揺らぎを観測している。3 地点で同時観測することにより、各観測点

の大気状態を分離･解析する方法を開発した。現在、口径 45cm アンテナを用いてシステムの小型

化を目指している。持ち運びやすくすることで全国に設置する事が目標。 

 

４、 ７５cm 光学望遠鏡システムの開発 

 鹿児島大学理学部屋上に設置されている 75 ㎝光学望遠鏡をインターネットを用いて遠隔から

操作・撮影できるようなシステムの研究開発を行っている。この望遠鏡を用いて、静止衛星の撮影を

目指している。 
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C09   東京大学における超小型衛星プロジェクトの現状と展望 
 

○ 鈴木由宇、田中崇資、千蔵真也、小松満仁、初鳥陽一、兪逸淵、金相均、宮村典秀、 
江野口章人、永井将貴、船瀬龍、中村友哉、永島隆、 
佐原宏典、菅原佳城、酒匂信匡、中須賀真一(東京大学) 

東京都文京区本郷7-3-1 
Email: ttanaka@space.t.u-tokyo.ac.jp 

 
 

 
概 要 

 
ARLISSへの参加 
本年も東京大学からは計３チームが ARLISSに参加した。 

CubeSat XI-IV、XI-V運用成果と現状 
2003年 6月 30日にうちあげられた XI-IVは予定されていた全てのミッショ
ンを終了し、現在は GSN遠隔運用技術の開発やそれを応用した自動運用システ
ムの検証に利用している。 
一方 2005年 10月 27日に打ち上げられた XI-Vも順調に運用を続けており、

2006年 10月に通常運用に移行した。 
XI-IVおよび XI-Vからは現在までに多くの画像を取得し、それらを XI-MAIL
等の一般向けサービスを通して送信することで、多くの人々から幅広い支持を
集めている。 
S310プロジェクト（複数衛星によるアンテナアレイの構成実験） 

S310プロジェクトは、大規模膜展開技術、画像による親子衛星の相対位置制
御技術、親子衛星によるマイクロ波フェーズドアレイアンテナの形成などの実証
を目指した、網展開実験衛星である。親衛星（ロケット頭胴部）と子衛星 3機、
およびロボット（ESA 開発担当）と網材料で構成されたシステムである。
ISAS/JAXAの S-310型ロケット 36号機によって、2006年 1月 22日約 5分の弾
道飛行を行い、実験を行った。子衛星は同一平面上で正三角形の頂点方向に同時
に展開され、約 10mの網を広げた。網が広がる様子、網が広がりきったあとにロ
ボットが網の上を移動していく様子が搭載したカメラの映像によって確認された。 
PRISMプロジェクト 
現在東京大学では、CubeSatの次号機として PRISMの開発が行われてい

る。衛星の大きさは 19cm×19cm×40cm、重量 5kg程度と XIより大型化す
る。バス機能の向上に加え、高解像度（数十m）地表画像の取得(リモートセ
ンシング)を行う。伸展ブームを用いて望遠鏡を軌道上で伸ばすことで、焦点
距離を長くとれるようにしている。このブームは重力傾斜ブームとしても作
用し、カメラ軸を地球指向させることに役立つ。通信速度も 9600bps と XI
の 8倍になり、大容量の画像のダウンリンクもする予定である。この PRISM
プロジェクトは現在中須賀研究室でのメインのプロジェクトとなっている。2008年 8月の
打ち上げを目指し、現在は EM開発段階である。PRISMで実証したバス技術は中須賀研究
室において今後開発する衛星の基本的なバスとして用いられる予定である。 
Nano-Jasmineプロジェクト 

JASMINEは赤外線位置天文衛星（Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared 
Exploration）の略で、国立天文台を中心として計画されている、赤外線の領域にある光で
星を観測し天の川銀河内の星の位置と運動を精密に測定しようという計画である。東京大
学中須賀研究室では JASMINE のために開発された新しい光学系や検出器を軌道上で実証
し、最新の星のデータを取得することを目的に、Nano-JASMINEという 10kg級の小型衛
星を現在検討中である。 
Ground Station Network 
  複数大学の地上局が協力しあう Ground Station Network構想を実現するため
の一歩として、2006年 7月、第 1回国際 GSNワークショップを開催し、55名（う
ち海外 11名）の参加をうけた。中須賀研究室では GSNの中核となる技術の開発

を行い、GSN構想実現のために尽力している。 
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九工大衛星開発プロジェクト 

○大瀬貴之、樫原弘樹、小田原健二、熊谷大地、原口裕樹、岡部周平、 
井川秀幸、池田顕夫、坂本裕太、清水達生、前島淳司、Jon Seddon、趙孟佑 

九州工業大学 大学院工学研究科 電気工学専攻 

福岡県北九州市戸畑区仙水町 1-1 

f346407t@tobata.isc.kyutech.ac.jp 

概 要 

九工大衛星開発プロジェクトは，2009 年に迎える本学創立 100 周年記念プロジェクトの一環として，

2006 年 4 月に発足した．前段階として、昨年度に衛星設計コンテストに出場し，衛星設計に関する基礎

知識の習得を行った．発足してからの活動としては，今年度 8 月に能代宇宙イベントに参加し，現在小

型衛星の詳細設計及び BBM 製作を行っている． 

本衛星は，九工大学生が設計・製作・運用を行う超小型人工衛星 CubeSat である．衛星の愛称を本学

の校章にちなみ「鳳龍」と命名した．正式名称を「宇宙用材料曝露試験撮影衛星」といい，宇宙環境で

の宇宙用材料の劣化の度合いを衛星搭載のカメラで撮影，評価する．本衛星及びミッションの詳細，進

捗情報に関しては，本ワークショップで報告する． 

 



C11   UNISEC ワークショップ 2006 アブストラクト 
東京工業大学松永研究室 2006 年活動報告 

 
尾曲邦之，桝本晋嗣，Thomas ILJIC，藤原謙，根田康美，前野正樹，田中洋平， 

山中富夫，芦田宏樹，西田淳一，池田拓郎，松永三郎 
 

東京工業大学 理工学研究科 
機械宇宙システム専攻 松永研究室 

東京都目黒区大岡山 2-12-1 
Matunaga.Saburo@mes.titech.ac.jp 

 
 

 本論文では，東京工業大学松永研究室（Laboratory for Space Systems，LSS）の 2006 年度

活動報告として，超小型衛星 Cute-1.7+APD - II の開発現状，能代コンペ及び ARLISS の実験

結果報告を行う． 
Cute-1.7+APD - II は 2006 年 2 月 22 日（日本時間）に鹿児島県内之浦宇宙空間観測所から

M-V ロケットで打ち上げられた Cute-1.7+APD の 2 号機で，東京工業大学松永研究室にとって

3 番目の人工衛星である．来年夏季にインドからの打ち上げを目指し，本学理学部河合研究室と

共同開発を行っている．本衛星は，基本的に 1 号機と同じく，後続の小型衛星開発を容易にする

ような設計論を提案・実証することと，衛星を利用した手軽な実験機会を研究者・学生等に広く

提供することを開発目的としている．具体的には，PDA など民生品の軌道上実証を行うととも

に，理学センサとして河合研究室が開発した荷電粒子を計測する APD(Avalanche Photo Diode)
や制御方式を研究しているグループに新しい制御方式の実験機会を提供するための姿勢制御装

置の１つである磁気トルカを搭載する．2 号機ではさらに，1 号機で発生した不具合点に対して

対策を施し，衛星の信頼性向上に努めている．本衛星は，2006 年度中のフライトモデル完成を

目指し，現在各種動作試験と振動試験・真空試験・温度試験などの環境試験を実施しており，今

後は各センサのキャリブレーションや長期運用試験を通して衛星システムの調整を行う予定で

ある．また衛星開発と同時に，本研究室が独自に開発した超小型衛星用分離機構の製作も進めて

いる．本論文では，この Cute-1.7+APD - II の開発現状について報告する． 
本研究室では，M1 と B4 の 7 人で構成したチームで，秋田県で開催された能代宇宙イベント

および，米国ネバダ州で開催された ARLISS に参加し，OpenClass の CanSat「Da Vinci」を 1
機開発した．本 CanSat のミッションは ComeBack で，衛星開発の基本的技術の習得や将来の

衛星開発で必要な技術の実証を方針とした．基本的技術の習得として，磁気センサ及び加速度セ

ンサを用いた衛星の姿勢推定及び航法制御や ComeBack とは別に，地上からのコマンドによっ

て衛星を遠隔操縦することを目指した．さらに，気球を用いたフライト試験を数多く実施し，

ComeBack するために最も重要な要素の一つであるパラフォイルの機能評価を十分に行った．

また，将来の衛星開発で必要な技術の実証試験として，CanSat が撮影した動画を次世代の衛星

通信への可能性がある 2.4GHz の無線通信を用いて，地上局へのダウンリンクを行った．能代宇

宙イベントでは，本 CanSat の基本的要素の地上実証の場とし，最終的には ARLISS でのミッ

ション達成を目指した．本論分では，OpenClass「Da Vinci」について説明し，能代宇宙イベン

ト及び ARLISS での打ち上げ実験結果について詳細に報告する． 
 



C12   液体酸素中での PMMAの燃焼による気体酸素発生の可能性について 
―SOFT ハイブリッドロケットエンジンへの応用を目指して― 

 
熊澤郁乃、北川幸樹、桜沢俊明、湯浅三郎 

 
首都大学東京(都立科学技術大学)・湯浅研究室 

東京都日野市旭ヶ丘６－６ 
kumazawa@asyat5.tmit.ac.jp 

 
概 要 

ハイブリッドロケットエンジンにおいて、筆者らの研究室のこれまでの研究で酸化剤の気体酸素に旋

回を与えることで燃料後退速度が増加するが、長時間燃焼させるために液体酸素に旋回を与え燃焼室に

直接噴出すると、気体酸素の場合に比べて燃料後退速度が減少することがわかった。そこで、液体酸素

を燃焼室に噴出する前に気化する必要があり、そのために本研究では主燃焼室の前に予燃焼室を設け気

化させる方法を考えた。 
この燃焼室の考え方は多量の液体酸素に浸かった少量の PMMA を燃焼させ、その燃焼熱によって液

体酸素を気化させる方法である。これを具体化するため液体酸素中 PMMA 燃焼装置を製作した。図１

に液体酸素中で燃焼しているＰＭＭＡ丸棒の代表的な様子を示す。ＰＭＭＡ先端が紡錘状になり燃焼し

ている様子が見られ、そのまわりに火炎が形成されることがわかった。また、燃焼領域全体に青い火炎

を形成した後、上部から輝炎から伝播するような現象が繰り返し起こり、燃焼が継続することもわかっ

た。さらに多量の酸素が気化されることが確認されたので、この気化方式は有効であるといえる。 

図２のように金属の細線を通したＰＭＭＡ棒を用いて、燃焼速度の測定を行った。その結果、今回の

実験においては直径に大きくは依存せず、燃焼速度は 3.1～3.7ｍｍ/sec であった。この値は実際の気体

酸素旋回型ハイブリッドロケットエンジンの燃焼速度の 1.7mm/sec に比べて大きい。しかし、燃焼中の

PMMA の形状や燃焼形態の時間的変化を考慮すると、この値が液体酸素中の真の燃焼速度であるかど

うかは今後検討する必要がある。 
 これらに基づき、予燃焼室を 1500N 用ハイブリッドロケットエンジンに搭載するために必要となる

PMMA の質量や寸法についても考察した。       
   

φ5mm 

液体酸素 

10mm  

青色 
火炎 

輝炎 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図１ 液体酸素中での直径５ｍｍPMMA 棒の燃焼の様子
φ5mm 

10mm 

     図２ 燃焼速度測定方法
着火用 
ニクロム線
金属の 
細線 
(φ0.1mm) 
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C13  香川大学でのCanSatと衛星開発の活動報告 
 

○吉原英喜，最相友佑，國富大輔 

 

香川大学 知能機械システム工学科 能見研究室 

761-0396 香川県高松市林町2217-20 

Email: s05g529@stmail.eng.kagawa-u.ac.jp 

 

衛星開発プロジェクト 
香川大学では，香川衛星開発プロジェクトとして「テザー宇宙ロボット」の宇宙技術実証を

目的として，テザー伸展回収機能を持つ親機，テザー宇宙ロボット機能を持つ子機から構成さ

れる超小型衛星STARS-Iの開発を進めている．本年度は微小重力実験において親機と子機の射出，

ドッキング機構の検証，射出，ドッキング時の挙動，実験シーケンスの検証を行った．また，

熱真空，放射線試験を行う予定である．熱真空において，可動部の動作試験，構体の温度特性

の確認，BBM回路動作試験を行う．放射線試験においてMPUの動作試験を行う．本発表では，主

に微小重力試験の試験結果について報告する． 

 
 

ARLISS2006 
また，衛星搭載機器，BBM回路の試験，技術習得を目的としてオープンクラスと350mlクラス

の2機のCanSatを製作し，ARLISS2006で試験を行った．オープンクラスの機体では，C&DH系BBM

によるデータハンドリングの試験として通信系BBM基板，自律誘導制御基板との通信，衛星搭載

予定センサーの動作試験，コマンドのアップリンク，ダウンリンクの試験を行った．350mlクラ

スの機体では去年までのCanSatを更に発展させ，サーボモータを2個に増やす，電池容量を増や

すといった性能向上を行い，衛星開発を行う上で必要な技術習得を目的として製作を行った．

本発表では，ARLISS2006の結果について報告する． 

 

 



C14    KSE の活動紹介 
○峰松拓毅（大阪府立大学），Kansai Space Explorers 

hiromium@ybb.ne.jp 
  

１． はじめに 
Kansai Space Explorers（以下 KSE）は，

2004 年 3 月 24 日に発足した関西の学生宇宙

団体で，多くの人に宇宙を身近に感じてもら

うこと，宇宙を楽しめる場を提供することを

モットーに活動を行っている。現在では，大

阪府立大学，京都大学，立命館大学をはじめ

関西の 10 以上の大学から 40 人以上の大学生

（高校生 2 名含む）が参加している。今回の

発表では，今年度行っている KSE の活動をア

ウトリーチ及び模擬衛星の製作を中心に紹介

する。 
 
２． アウトリーチ活動 
KSE ではこれまで，アウトリーチ活動に力

を入れて活動を行ってきた。本年度行った活

動は以下の通りである。 
・ 4 月 8 日：クリエイションコア東大阪に

てYuri's Nightの一貫として水ロケット

教室。 
・ 8 月 4 日：東大阪市立楠根小学校にて水

ロケット教室（UNISON 母校訪問プロ

ジェクトの一貫として）。 
・ 8 月 26 日：関西国際空港で行われた『み

んなで作ろう空港島』にて水ロケット教

室。 
・ 11 月 11・12 日：大阪市立科学館のジオ

カーニバルに出展。ミウラ折の紹介。 
・ 11 月 25 日：大阪自然史博物館にて行わ

れた特別大会に出展。ミウラ折の紹介。 
これらの活動では主に参加者に楽しみな

がら宇宙を学んでもらうこと，また我々も指

導する場を通して，教えること・伝えること

の難しさを体感することを目標に行ってい

る。 
 
 

３． 模擬衛星製作 
昨年末より東大阪の技術者と KSE の有志

で『宇宙クラブ関西』を構成し，フランスに

て打ち上げるロケット及びそのロケットに

搭載する模擬衛星の製作を行ってきた。KSE
はその中で 10cm 四方の模擬衛星の製作を

担当した。衛星のミッションは衛星製作に必

要な基本的な技能を修得することであり，機

器として GPS センサ・カメラ・発信機とし

て FM トランスミッターを衛星に搭載した。

ロケットに搭載する衛星は無事に完成した

が，打ち上げの際にかかったロケットの振動

に耐え切れずに衛星が空中分解してしまい，

データの取得は出来なかった。 

図：完成した模擬衛星 
 

４． その他 
アウトリーチ活動，及び模擬衛星製作以外

にも研究室取材，宇宙政策勉強会など様々な

活動を KSE では行っている。 

mailto:hiromium@ybb.ne.jp


C15   講演題目：東北大学の活動報告 

講演者氏名：氏家恵理子，関口晃博 

所属団体名：東北大学・吉田・永谷研究室 

連絡先：eriko@astro.mech.tohoku.ac.jp，sekiguchi@astro.mech.tohoku.ac.jp 

 

 本稿では，東北大学で行われた研究開発のうち，1)成層圏気球搭載望遠鏡計画，2)水蒸気観

測ロケット計画，3)Sprite 観測衛星計画，4) 地上局， 5)ARLISS2006 の方向および今後の展望，

について述べる． 

 

 成層圏気球搭載望遠鏡計画は，金星大気の「スーパーローテーション」と呼ばれる，自転と動方

向の高速の西風を観測することを目的とする．ここでは，そのために開発した３段階に及ぶ高精

度ポインティング技術について述べる． 

 水蒸気観測ロケット計画は，積乱雲周辺で上昇する水蒸気をロケットから観測することを目的と

する．民生品から MSI（Multi Spectrum Image）を開発し，１nm ごとの超多波長での観測が可能

である．ミッション期間中にロケットはスピンをしているので，積乱雲を観測するために，デスパン

テーブル（ロケットとは逆向きのスピンを持つテーブル）にミッション機器を乗せている．ここでは，

その開発状況について述べる． 

 Sprite 観測衛星計画は，雷放電及び Sprite と呼ばれる雷雲上空での巨大な放電発光現象の，

水平構造観測を行い，また TGF（Terrestrial Gamma－ray Flashes）と呼ばれる地球起源のガンマ

線を観測することを目的とする．定常運用時には，長さ 1[m]先端マス 3[kg]のブームを伸展させ，

下面を常に地球方向を向くようにする．ここでは，衛星の詳細と開発状況について述べる． 

 将来プロジェクトである小型惑星望遠鏡計画は，口径 30[cm]の望遠鏡を２台搭載し，金星・火

星・木星・土星といった惑星の大気・プラズマ現象を観測する 100～200[kg]級のピギーバック衛星

である．現在進行中の衛星チームの３プロジェクトの技術を応用させる． 

 

 東北大の地上局は，鹿児島大学西尾研究室との共同で構築した．主な目的は，東北大衛星を

追跡するのではなく，鹿児島大学からの遠隔操作を行うこと，また他大学に利用機会を提供することで

UNISEC地上局の普及を目的とする．ここでは，運用過程の問題点および今後のGSN発展に向けて検

討していく． 

 

 本研究グループでは ARLISS プロジェクトを模擬惑星探査ミッションとして捉え，ランバックタイ

プの対向二輪型ローバーを製作して 2002 年から毎年カムバックコンペティションに参加している．

昨年度は優勝を果たしたものの，賞金獲得条件であるゴールから 50 [m] 以内には入ることがで

きなかった．そこで今年は各部分の完成度を更に高め，優勝して賞金を獲得することを目標にロ

ーバーの開発を行った．本発表では我々が開発したローバーの詳細について述べ，本番での成

果について説明する．また，本番で見つかった問題点について追加実験による評価も行ったので，

その実験結果についても説明する． 



C16   小型の有翼式ロケット実験機の開発状況と予備飛行実験  

廣木侑，加治茂，志田至，米本浩一 

 

九州工業大学 大学院 工学研究科 機械知能工学専攻 宇宙システム研究室 

福岡県北九州市戸畑区仙水町 1-1 

E-mail: f344139y@tobata.isc.kyutech.ac.jp 

 

 本学において，再使用型の有翼式観測ロケットの実現を目指して，モデルロケットに使用され

ている固体モータを利用した小型の有翼式ロケット実験機の開発を進めている（図 1）． 

現在，パラシュートの放出機構並びに搭載の誘導制御システムの開発と動作実証を目的として，

予備ロケット実験機（図 2）を用いた予備飛行実験を行っている． 

 開発状況としては，昨年度の経験を踏まえてパラシュートの放出機構の改善設計と製作を進め

たこと，また GPSからの航法データの処理，ピトー管からの飛行情報処理の搭載プログラムの開

発を終えた段階にあり，予備ロケット実験機を使った機能検証を進めている． 

 今後は，予備ロケット実験機に姿勢センサーを搭載して，航法誘導制御システムの完成と搭載

ソフトウエアの基本構造の完成を目指し，次の段階で小型の有翼式ロケット実験機を開発して，

飛行実証を行う予定である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1 小型の有翼式ロケット実験機          図 2 予備ロケット実験機 



C17   東海大学における小型ハイブリッドロケット打ち上げ実験 

東海大学学生ロケットプロジェクト（TSRP） 

笹川千春 伊藤俊行 堤 明正 TSRPメンバー 

4aea1206@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp 
 
東海大学学生ロケットプロジェクト（TSRP）チームは、2006年 3月の北海道および 8月の秋田県でハイブリ
ッドロケットの打ち上げを行った。本稿ではこれらの打ち上げ実験の内容と結果の報告と 2007年 3月に予定
している大樹町でのハイブリッドロケット打ち上げ実験の概要について発表する。 
 
1. 北海道大樹町におけるハイブリッド打ち上げ実験 
 今年の3月に北海道大樹町において東海大学チームが製作したハイブリッドロケット7号機と8号機の打ち
上げ実験を行った。7号機は全長約 2.3m、直径約 10cm、打ち上げ時質量約 15kgで、機体はGFRP(ガラス繊
維強化プラスチック)で製作した。実験では、東海大学が開発した推力 1kN級のハイブリッドエンジンによる
高度 1km へのロケット打ち上げ・飛行実証のほか各種センサを用いてのロケッ
ト姿勢計測およびテレメータによるデータ取得を試みた。打ち上げは正常に行わ

れたが、回収フェーズでパラシュート展開直後、エンジン上端付近において機体

が破断して、パラシュートに繋がった搭載機器および分離機構が想定回収領域を

超えてしまった。8 号機はオープンクラスのカンサットの放出を目的とした全長
約 2.4m、直径約 15cm、打ち上げ時重量約
17kg のロケットで、７号機と同じエンジ
ンを搭載した。しかし、エンジンが点火に

失敗し打ち上げを断念した。 
 
 
2. 能代宇宙イベントにおけるハイブリッ
ドロケット打ち上げ実験 
 今年の8月に秋田県能代市で開催された能代宇宙イベントにおいてハイブリッ
ドロケットの打ち上げ実験を行った。ハイブリッドロケットは全長約 2.1m、直
径約 10cm、重量約 7.1kgのもので、フェアリ
ング部に（有）空庵のカンサットキットと(有)
国際宇宙サービスより依頼を受けたキャラクタ

ーぬいぐるみを搭載した。ロケットは点火後、

高度約 230ｍで分離し、搭載物の放出、完全回
収に成功した。ロケットには加速度計、気圧高

度計、ジャイロセンサーも搭載した。また、展

示ブースでは『宇宙～夢の実現』をテーマとし

たイラストを能代地区の子供たちを対象として

募集し、ロケットの機体に貼り付けて打ち上げを行った。 
 
3. 2007年 3月ハイブリッドロケット打ち上げ実験計画 
 2007年3月に予定しているハイブリッドロケット打ち上げ実験は、北海道大樹町において全長約 2.0m、直
径約15cmのハイブリッドロケットにカンサットを3機搭載して高度500m付近で放出するカンサット搭載ロ
ケットの打ち上げを目的とする。全長約 2.0m、直径約 15cmのロケットにカンサットを 3機搭載、放出する
ことは東海大学チームにとって初めてとなる。本実験は、東海大学チームが今後能代宇宙イベントなどでカン

サットを複数機放出するハイブリッドロケットの打ち上げを行うことを視野に入れている。また、3 軸加速度
計、ジャイロセンサー、磁力計を用いてこのロケットの 3次元飛翔特性を取得することも目的としている。そ
れから、搭載するカンサットを他大学や他団体と協力してこのプロジェクトを進めていこうと考えている。 



C18   航空高専衛星の中間報告 
  

東京都立航空工業高等専門学校/東京都立産業技術高等専門学校 

井出守，小澤健，佐藤義昭，徳永宏，石川智浩（t-ishikawa@kouku-k.co.jp） 
http://www.kouku-k.ac.jp/~kks-1/ 

１．概要

航空高専衛星は一辺 15cm の立方体，重量 2kg 以下の衛星である．宇宙ミッションは地上との

通信・地球撮影・マイクロスラスタによる姿勢制御を行う．本活動は 2004 年 4 月から始まり，現在

は EM 設計を行っている． 

 

２．開発進捗状況 

   図１は BBM 回路が衛星内部に収納できるか，またロケット振動・熱平衡を考慮した最適な機

器配置とは何かを検討するために製作したモデルである．このモデルで検討した結果，①～⑤

の問題点と懸念が挙げられた． 

① メンテナンス性を考慮しておらず，さらに 15cm 角の基板は大きく振動を拾う懸念 

② レーザスラスタ噴射後の煙が衛星内部に入り，放電する懸念 

③ アンテナ展開機構部の電熱線がテグス線のテンションにより切れる懸念 

④ 分離機構とキルスイッチの位置関係を考慮していなかった 

⑤ 太陽電池や温度センサなど外壁との配線の引き回しが複雑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以上の事項を考慮し，現在図 2 のような EM を設計中．EM 設計では下記を反映させた． 

A.構体は電子機器を固定する板（図3）に蓋（図4,5）を被せる構造．配線やキルスイッチなどもこ

れに合わせて設計 

B. スラスタの煙流入対策のため，ミッションスペースとバススペースを空間的に分離した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後設計が固まり次第審査会を行い，それを元に外注する．１月末には EM を組立て，電源系の

試験を行いたい． 

図 2 EM設計モデル（分離機構込み） 図 1 BBM部品収納性検討モデル 

図 3 機器搭載フレーム（板） 図 5構体フレーム（下からの視点） 図 4 構体フレーム（蓋） 
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超小型人工衛星HIT-SATの成果報告 

大野大野大野大野    努努努努††††    榊原榊原榊原榊原    隆浩隆浩隆浩隆浩††††††††    松島松島松島松島    幸太幸太幸太幸太††††††††     
†北海道工業大学 ††北海道大学 

 

†北海道 札幌市 手稲区 前田 7 条 15 丁目 

北海道工業大学 2227 室 

h03022@stumail.hit.ac.jp 

概概概概    要要要要 

現在，北海道において農業用リモートセンシング衛星「大樹」の開発プロジェクトが進行中である． 

超小型人工衛星 HIT-SAT は「大樹」のバス部の軌道実証を行うことを目的とし，北海道工業大学，北

海道大学，民間企業のボランティアによって開発された．HIT-SAT は 2006 年 9 月 23 日午前 6 時 36 分

に鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所より M-V ロケット 7 号機のサブペイロードとして打ち上げられ，

2006 年 11 月現在，北海道工業大学の地上局にて運用が行われている．図 1 に HIT-SAT のフライトモデ

ルと分離機構を示す． 

本衛星は重量約 2.7[Kg]，1 辺が約 12[cm]の立方体で，データ処理系(DHU)，姿勢制御系(ACS)，電源

系(EPS)，通信系(COM)の 4 つのサブシステムで構成されている．メインミッションは磁気トルカによる

3 軸姿勢制御を行うことである．図 2 に HIT-SAT のシステム図を示す．  

本発表では HIT-SAT の概要と成果報告を行う． 

 

 

 

 

 

 

 図 1 HIT-SAT のフライトモデルと分離機構         図 2 HIT-SAT のシステム図 
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C21   日本大学における今年度の活動報告 

有田 公輔 

日本大学 理工学部 航空宇宙工学科 中村・宮崎研究室 

〒274-8501 千葉県船橋市習志野台 7-24-1 3 号館 326A 室（中村・宮崎研究室） 

arita@forth.aero.cst.nihon-u.ac.jp 

概 要 

今年度，UNISEC から支援を受けて日本大学において行った活動は，CanSat 実験，超小型人工衛星開

発および GSN 活動である． これらの活動について，報告する． 
まず，今年度日本大学で開発した Cansat について報告する．

日本大学で開発している超小型人工衛星の 2 号機となる

SPROUT で使用する技術のうち，新規開発する技術の開発・実

証を目的として，今年度は，CanSat を 2 機開発した．まず，1
機目の CanSat は，SSTV 機能および CMOS カメラによる撮影

機能の実証を目的とした CanSat である．SSTV とは，Slow Scan 
TeleVision の略称であり，静止画の RGB 情報を音声データに変

換し，そのデータを無線機で他の無線局へ送信する機能のこと

である．次に，2 機目の CanSat は，GMSK 変調による 9600bps
パケット通信によるダウンリンク技術の実証を目的とした CanSat である．SSTVCanSat(ARLISS 出場名

称：SPROUT Can)は，ARLISS レビューに合格し，ARLISS での実験を行うことができたが，9600bpsCan
は，ARLISS レビューに落第し，ARLISS での実験に望むことはできなかった．SPROUT Can は，ARLISS
において 2 回のフライトの機会を得ることができた．まず，1 回目のフライトの結果だが，スパイラル

状に落下してしまい，落下中に SSTV の画像を 1 枚受信すること成功したが，画像自体は，色合いが崩

れたものになってしまっていた．次に 2 回目のフライトの結果は，12 分程度飛行し，SSTV 画像の受信

に成功したが，今回も画像自体の色合いが崩れたものになってしまっていた．つぎに，CBC-03 につい

て報告する．この CanSat は昨年製作された CanSat であり，今年度は同じ機体を用いて，ComeBack コ

ンペティションへ再チャレンジを行った．この CanSat は，1 回フライトを行ったが，ロストしてしまい，

捜索するも機体を発見することができなかった．しかし，AEROPAC の方に，CanSat を発見していただ

き，さらに日本まで運んでいただくという幸運に恵まれた．  
次に，日本大学で開発している超小型人工衛星である，1 号機の SEEDS および 2 号機の SPROUT に

ついて報告する．まず，SEEDS については，7 月 27 日に，カザフスタン共和国内のバイコヌール宇宙

基地より DNEPR ロケットにて他の 17 機の人工衛星と共に打ち上げられましたが，ロケットトラブルに

より，打ち上げが失敗してしまった．現在，2007 年 6 月の打ち上げに向けて，太陽電池・リチウムイオ

ン 2 次電池の交換等を行っているところである．また，超小型人工衛星の 2 号機である SPROUT につい

ては， CanSat を利用し新規に開発する技術の開発・実証を行い，現在，システムの詳細を検討し，BBM
の開発を行っているところである． 
最後に，GSN（Ground Station Network）の活動について報告いたします．第 1 回国際 GSN ワークショッ

プに参加しました．このワークショップに参加することにより，世界中の大学に GSN の重要性をアピー

ルすることができ，また，各大学との親交を深めることができ，より有効な GSN の構築に役立てるこ

とができたと考えている． 

Fig.1 今年度開発した CanSat 
(左：9600bpsCan 右：SSTVCan) 
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D01   講演題目： 極圏の地上局利用による CubeSatハンドオーバー運用試験 
講演者氏名： 倉原 直美 
所属団体名： UNISONプロジェクト 極圏における遠隔衛星運用実験 
連絡先： kurahara@ep.isas.jaxa.jp 
 
 
 地上局ネットワークとは、世界中の地上局をネットワークで接続し衛星の可視時間の延長を目指

すものである。昨年までは UNISON プロジェクトとして地上局ネットワークの整備を進めてきたが、
今年度は GSN( Ground Station Network )ワーキンググループに昇格し、地上局ネットワークの
整備、遠隔運用システムの技術検討等の活動はワーキンググループとしての活動へ移行した。こ

のため UNISON のプロジェクトでは地上局ネットワークを利用した衛星運用実験を展開していく。
その第一弾として行った、極圏に位置する地上局を用いた衛星運用試験について報告する。 
 極圏における運用は、スウェーデンのキルナ市にあるUmeå Universityの協力を得て実施され
た。キルナ市は北緯 66.7 度と北極圏に位置にしており、世界各国の宇宙機関が通信設備を設置
していることで知られている。CubeSat のような極軌道衛星の場合、地球周回ごとに極圏の地上局
とのリンク時間が出現するため、キルナ局は北半球の多くの地上局との間でハンドオーバーパスを

形成することができる。 
本プロジェクトでは、キルナの地理的好条件を利用し、どの程度データ取得量が向上するか、ま

た CubeSat は GSN によって実現される長時間の運用に耐えることができるか、といったことに主
眼を置いたハンドオーバー実験を実施した。実験は、キルナ局と日本（Tokyo Institute of 
Technology, the University of Tokyo）、アメリカ（Cal Poly University）を結んで行われた。
CUTE-I と XI-IVの 2機のCubeSatをターゲットとし、長時間の FM運用で各地上局が順次ダウ
ンリンクデータを取得した。 
結果、著しい取得データ量の増加と CubeSat の長時間運用能力が確認された。CUTE-I の運

用においては、8 月 7 日の東京上空での運用開始後、キルナでのハンドオーバーを介して 1500
秒間にわたるステータス履歴の取得に成功した。XI-IV の運用においては、8 月 11 日に
9:16-11:26(CEST)に 2 パス連続の東京-キルナのハンドオーバー運用がなされ、この 2 時間 10
分の間に XI-IV撮影画像の 80％を取得するにいたった。同日午後のキルナ－アメリカのハンドオ
ーバー、翌 8月 12日の東京-キルナのハンドオーバーにおいても同様のデータ取得に成功した。
また、XI-IV の連続運用期間中およびハンドオーバー直後のパスにおいても、二次電池電圧が運
用条件を満たすまでに回復し、懸念された電力収支の問題は影響しなかった。 



D02   能代実験利用促進プロジェクト報告

Noshiro experiment use promotion project report

秋田大学学生宇宙プロジェクト　中井大助　

〒010-0852　秋田県秋田市手形学園町 1-1

秋田大学工学資源学部附属ものづくり創造工学センター　

秋田大学学生宇宙プロジェクト

電話：018-889-2806

電子メール：assp@mono.akita-u.ac.jp

概要

　能代実験利用促進プロジェクトは JAXA 能代多目的試験場や能代市浅内堆積場等の施設を

利用し実験を行う際に発生する交通費の補助や、秋田県内の行政に提出する書類の提出等の

事務的補助を行う事で能代での実験を促進する事が目的のプロジェクトである。

　本プロジェクトの発案の背景としてはロケット系の実験を行う場所が日本国内では非常に少な

いことと、またロケットの実験にはある程度の人数が必要であるからである。まず数少ない実験

場については能代市浅内堆積場で能代宇宙イベント以外で実験を行う際に発生する交通費は

基本的に能代宇宙イベントのように支援がある訳ではないため実験を行う学生の全額自己負担

である。また、実験の支援として、ランチャーの組み立て等を行う秋田大学生の交通費も秋田大

学生の自己負担である。これらの負担額は実験を行う大学生はもちろんの事、秋田大学生にとっ

てもたとえば実験を 2 回支援した場合概算で 7200 円の交通費が発生するため、これら経済的な

問題を解決が能代実験利用の促進にもつながると考えこのプロジェクトを発案した。

　能代での実験利用のメリットとしては、能代市にある JAXA 能代多目的試験場の利用と、能代

浅内堆積場の利用促進である。JAXA 能代多目的試験場は JAXA がロケット燃焼系の研究開発

の実験に用いている施設であるため、これから大型化していくであろう学生ロケットエンジンの燃

焼実験を行ううえでは適当な施設であると言える。また浅内堆積場も今年の能代宇宙イベントを

通して二度ロケット打ち上げ実験を行っており利用季節も春・夏・秋と広い時期で利用できる。こ

れらのメリットがある能代での実験を今後も継続利用するためには、これらの施設の需要がある

ことを JAXA・能代市に示す事が必要である。そのためにも実際実験を行う事が重要となる。

　最後に今年の本プロジェクトの活動報告であるが、今年は事務上の手続きにより、実験支援件

数は 8 月 10 日に行った JAXA 能代多目的試験場でのハイブリットロケット燃焼実験１件となった。

交通費の支援に関しては提案書により、こちらで秋田までの最低交通費の資料を作成しその資

料を元に交通費の支援を行った。なお交通費の支援額は実験参加者一人当たり全交通費の 2

割程度を予定している。



D03   2006年度UNISONショートプロジェクト 

内之浦宇宙空間観測所での、学生によるロケット打ち上げ実験に関する検討会 
堤 明正（東海大学） 3aea3115@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp 

 
本プロジェクトでは、ロケット打ち上げ場として内之浦宇宙区間観測所を想定し、ロケットを題材とした教育プログ

ラムについて、検討を行った。その結果として、学生ロケットおよびカンサットを題材とした教育プログラムを提案す

る。射場については、内之浦に限らず検討を行った。 
【概要】 
近年、カンサットの教育効果が広く認知され、大学・高専のみならず高等学校への広がりを見せている。また、大学

におけるロケットエンジンに関する取り組みが進み、到達高度数kmオーダ～十数kmオーダの能力を持った、大学発

の小型ロケット打ち上げが現実になりつつある。このようなリソースを活用した、大学生等を対象とする教育プログラ

ムを提案する。 
プログラム開始初年度となる2007年度は、カンサットの輸送、放出をミッションとする。使用するロケットは、現

在大学で開発されているロケットをベースとする。ロケット打ち上げ時期は、2008年3月とする。 
【プログラムの運営、位置付け】 

2007年度は、UNISEC内に教育プログラム・ワーキンググループを設置する。構成メンバーは専属の学生メンバー、

プログラム参加大学から１・２名の学生、プログラム参加大学の責任教官およびUNISEC所属教官数名。 
ワーキンググループは、プログラム運営事務局としての性質を持つ。作業内容は、上空使用に関する許可申請、現地

警察・消防・漁協など関係各所との調整、現地説明など。 
安全などに関する責任体制、費用などを考慮した場合、JAXAとしての教育プログラムをUNISECが委託する形で

の運営があり得る。 
【手法、ミッション】 
学生ロケットを使用して、カンサットを高度1～5kmに輸送する。最高到達点付近において、カンサットを放出する。

カンサットは、ＧＰＳなどの計器により、目標地点に向かって自律飛行を行う。 
現在ロケットエンジンの研究・開発を行っている大学として、以下のような例がある。 
 北海道大学、首都大学東京、東海大学 （ハイブリッドロケット） 
 筑波大学 （パルス・デトネーション・ロケット） 
 大阪府立大学、兵庫県立大学、武蔵工業大学 （非燃焼型ロケット） 
このような、ロケットエンジン開発の基盤を持つ大学が、エンジンの設計・製作を行う。機体に関しては、別途担当

大学を募る。場合によっては、エンジン担当大学が機体の設計・製作も担当する。 
搭載物はロケットエンジン、カンサット、放出機構、各種搭載計器および落下時の機体減速用パラシュート（または

ストリーマなど）。カンサット放出後は、パラシュートまたはストリーマなどを使用し、ロケット本体を緩降下させる。 
【ロケット発射場】 
1案：北海道大樹町、航空近くの海岸／2案：内之浦宇宙空間観測所／3案：三陸、旧気象庁気象観測ロケット観測所 
 
 

より実践的な 

教育プログラム 
大学発のロケット カンサット 

写真：UNISECホームページより 



D04   UNISEC 研究室紹介プロジェクト 
 

峰松拓毅（大阪府立大学）、園部雅子（創価大学） 
Email: hiromium@ybb.ne.jp 

 
概要 
本プロジェクトは、UNISEC に参加する団体・研究室をわかりやすくまとめ、進路選択用の資

料とすることが第 1 の目的である。また同時に、高校生向けにまとめた資料を UNISEC/UNISON
の外部向け広報手段として用いることが第 2 の目的である。現在、進路選択資料は大学の学部・

及び学科の簡単な紹介しか行っておらず、研究室の行っている取り組みを得ることは難しく、宇

宙工学を専攻したい場合、航空宇宙工学科など学科の名前に宇宙が就く物に限られていると思わ

れがちである。そこで、UNISEC に加盟する研究室・団体をわかりやすく紹介し、進路選択時の

資料として活用させて頂きたいと考えている。また、進路選択用としてわかりやすくまとめた資

料を外部向けに公開することにより、UNISEC/UNISON の活動を多くの人に知っていただきた

いと考えている。 
ここでは、本年度の活動について紹介する。 

 
本年度の活動 
① 研究室・団体紹介アンケートを行う 
10 月末より研究室・団体向けのアンケートを行い、現在 22 の団体・研究室に回答していただい

た。これを随時、UNISEC のサイトに UP させているところである。 
アンケートの回答を更にわかりやすくするため、わかりにくい語句に脚注をつける等していく予

定である。 
② サイトの充実 
研究室・団体紹介用のサイトを充実させる。 
これまでに、高校生が一目で行きたい研究室を調べられるように研究室の分類分けを行った。 
今後は、サイトの内容を見やすくわかりやすいものにしていくだけでなく、サイトが多くの人に

訪れていただけるように、リンクの依頼を行っていきたいと考えている。 
③ 研究室・団体紹介用インタビュー 
①を補足するため、研究室に所属する学生にインタビューを行い、随時 UP させていく予定であ

る。 

mailto:hiromium@ybb.ne.jp


D05  母校訪問プロジェクト 
～2006年度前期の活動報告～ 

 
山口敬之（筑波大学）、鈴木由宇（東京大学） 

Email: hiroyuki@edu.esys.tsukuba.ac.jp 
 

概要 
本プロジェクトは、UNISEC に参加する学生が自分の出身校に赴き、ロケットプロジェクトや
衛星開発プロジェクトなど、現在研究室で行っている最先端の宇宙開発・研究活動を自身の生の

体験談を交えて発表するものである。このプロジェクトを通して、高校生をはじめとする多くの

方々に、学生が行う学生ならではの宇宙開発を知ってもらい、宇宙に対する興味・関心を深めて

もらうことを目的とする。また、発表者自身も母校との発表交渉や資料準備を通して様々なこと

を学び、体験できるものと考えられる。宇宙開発・工学に関してほとんど知識のない人たちの前

で話をする為、学会発表とは違ったプレゼンテーション技術が必要となる。研究や所属プロジェ

クトを一生懸命頑張ることも大切だが、それのみに明け暮れることが最良とは決して言えない。

誰にでも分かりやすく発表できるようになることは、なかなか難しいものであるが、このプロジ

ェクトを通して発表者自身もひとまわり成長することは間違いない。 
 ここでは、本年度の活動報告について述べる。 
 
本年度の訪問学校 
訪問日程：2006年 8月 4日 
訪問先：東大阪市立楠根小学校（大阪府） 
参加者：小学 4～6年生 43 名 
 
 
 
 
 
 
 
訪問日程：2006年 11月 10日 
訪問先：渋谷教育学園幕張高等学校（千葉県） 
参加者：中・高校生 61名、教員数名 
 
 
 
 
 
 
※その他、現在 3つの学校に発表交渉中です。 



E01   津山工業高等専門学校奥山研究室活動報告 

奥田浩詞 
津山工業高等専門学校 電子制御工学科 奥山研究室 

s-okuda@tsuyama-ct.ac.jp 
 

1. 活動目標 
平成 18年度における津山高専・奥山研究室の活動目標は以下の通りである． 

① OPENCLASS 参加用・多輪式ローバに関する研究 
来年度の能代大会や ARLISS への参加を可能とするため，多輪式 PFM モデルを製作し，
それを各種地上試験に供して，システムの妥当性を確認する． 

② 新しい耐熱複合材の開発 
宇宙往還機用熱防御材料およびロケットモータ用のノズルを研究試作し，ノズルにつ
いては，UNISEC メンバーのロケット用ノズルに提供できるよう超高温環境試験（機械
的，熱的特性取得試験）を行なう．また，熱防御材料については，JAXA の高エンタル
ピ風洞で模擬した大気圏再突入環境に置き，これに充分に耐えうることを確認する． 

 
2. 活動状況 
① 多輪式ローバに関する研究 

現在までに，図１の BBM を製作し，モーターの PWM 制御，小型通信素子を用いた GPS
データの取得，EEPROM への GPS データ記録などが問題無くできることを確認した． 
また，現在は通信システム（送信側及び地上局）の構築，GPS による航法関数の設定
とそれを用いたモーターの制御，各サブシステムの統合を行うための詳細設計の段
階に入っている． 
ただし，BBM を用いた各種の検討結果に基づいた場合，ARLISS で結果を残すために
は，２輪タイプの方が良いとの判断もでき，多輪タイプにするか否かについては検
討中である． 

② 新しい耐熱複合材の開発 
従来，宇宙往還機には比重 1.5 の CFRP が多用されてきた．津山高専は，比重 0.5 程
度の超軽量熱防御材を試作し，JAXA において大気圏再突入実験を実施した（図 2）．
その結果，津山高専の耐熱材料は，地球大気圏再突入の環境に充分に耐えうること
を確認した． 
今後，津山高専の耐熱複合材に興味をお持ちの大学，高専の方々と共に，先進的な
ロケットノズルを開発したいと考えている． 
 

      
図１ 多輪式ローバの BBM     図２ 大気圏再突入実験（於 JAXA）   




