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ASSPの今年度の活動
5月 6月 7月

8月10月 9月

バルーン打ち上げ
和歌山大学への技術指導

500N級ハイブリットロケット打ち上げ
ロケットガール＆ボーイ養成講座

ARLISS2008 能代宇宙イベント

ロケット＆カンサット製作
ISTSでのExhibition
ロケット打ち上げ
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衛星部門の活動

カンサット（SEVA５）

（期間5～9月）

バルーンプロジェクト
(期間5月～)

能代イベント上位入賞、ARLISS出場

回収、動画撮影成功



サイズ：オープンクラス

名称：SEVA５

制御方法：パラフォイル

サーボモータ ×2

構造：アルミフレーム

電源：CR123A × 4

マイコン：H8-3052

GPS:FURUNO GH-81

データ記録：EEPROM ×2

通信系：FX614

ALINCO DJ-C7

基板数:2枚

機体概要



能代宇宙イベント
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•制御履歴と実験結果から以下の点を考察した

１．プログラムによるモーターの制御はできている

→奇跡と照らし合わせて考察すると若干おかしい部分が見える

２．プロット点の間隔が一定ではない

→プログラムでの制御回数と記録回数の問題

３．無線でのデータ取得ができなかった

→無線機が送信状態にならなかった

４．カメラでの飛行中の画像データ撮影ができていなかった

→電池切れと推測した

GPSデータ取得

モーター制御

GPSデータ取得 GPSデータ取得

モーター制御 モーター制御

モーター制御

GPSデータ取得

分岐
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•1stフライト

１回目のフライトは非常に風が強い中で行った。

GPSのデータでは最大時速89km（約24.7m/s）で本体が移動していた。

•結果

移動速度が速すぎた場合、その場で旋回するようにプログラムしたが、風が強く効果が
出ず、流されてしまった。風が強い為、高度が低くなるまで旋回し続け、通常の制御に復
帰する時には遠くまで流されていた。しかし、通常の制御に移行しても流されてしまった。

通信においてはデータの文字化けや、通信が途切れるといったことがほとんど起こること
なく取得できた。またROMのデータも健在だった。

カメラはロケット搭載前のデータだけ残っていたがフライト中のデータは残っていなかった。

構造面では重量制限に引っかかる、キャリアーに収まらないという問題が生じた。

•能代時との変更点

・GPSから得られるカンサットの時速により制御範囲を変更するようにした

・パラフォイルを能代時よりもサイズを小さくするよう試みた

・能代で判明した問題点への対策

→プログラムに修正を加え、事前の実験での確認を行った。

→カメラの電池を長時間もつように電池を換えた。

・パラフォイルが小さくなるとL/Dが減少するため落下の衝撃に耐えるような構造を

製作した。

•1stフライトの考察

→新たに製作したパラフォイルが調整不足のため使用できなかった点が影響した。

→構造でもパラフォイル変更の影響があり重量がオーバーした。

重量 だけでなくキャリアーに収まらないのは事前の確認不足であった。

→このフライトで得た速度データを元に２回目のフライトへの対策を検討した。

ARLISS
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•2ndフライト

２回目は穏やかな天候だった。

GPSデータの構造の最高速度は時速50km （約13.8m） だった。

•結果

１回目のフライトでは遠くまで流されたので、ある風の弱い高度まで落下させようと試
みたが、風に流されてしまった。落下の過程が終わった後は目標点方向へ向きを変え
ようとしたが目標点から離れすぎていた為戻れなかった。

今回もROMの記録と無線データの取得は問題なく行われた。

衝撃対策が万全では、なかった為カメラのデータは残らなかった。

•考察

→今回も風に流されてしまった。

パラフォイルの両端を引っ張ることで形を崩し落下させることができるだろう

と予想したが流されてしまった。この動作の評価を事前に行っていなかった

のも原因である。

ARLISS



バルーンプロジェクト

● 概要

バルーンを使用し上空30ｋｍの映像撮影

長距離無線通信、ＧＰＳによる位置情報取得

高層の風速や風向を考慮し実験日は、

５～７月中に行うバルーンの移動距離を考え

日本海上で放球する



第一回実験概要

一回目実験
日時 5/17 午前１１：００打ち上げ
打ち上げ地点 能代沖２０マイルの海上
北緯 40°03′701″東経 139°23′459″

構造： 材質発泡スチロール
形状は立方体
自作のパラシュート
気球製作所製のゴム気球

カメラ：車載カメラ（記録媒体SDカード）
無線：送信-ドックマーカー

（周波数帯は１４４MH）
受信-八木アンテナ

漁船のアンテナ



COSMOPRENE  KS  800   32.0km BALLOON
Burst  Altitude      32,000 m.
Diam. –Flacid 108 cm. more

－Inflated         160 cm.
－Burst             730 cm.

Volume –Inflated  2.1 cu.m.
－Burst            204 cu.m.

Weight                   800 ±30 gr.
Neck –Diameter     3.2 ±0.4cm.

－Length            12 ±2 cm.
Colour Uncoloured
Payload                   400 gr.
Free  Lift                 1,400 gr.
Rate  of  Ascent      360 m./min.

ゴム気球仕様書

Expectation of arrival time: 1h23m



落下予想地帯

● 2008年5月17日

秋田地方気象台で

午前９時に行われた

ラジオゾンデ観測

のデータを元に作成







結果
当日は、晴天、微風、波も穏やかで打ち上げに最適な気候だった。

午前１０時２０分

気象台から高層地帯のデータを取得。データを元に落下ポイントを算出。

午前１１時０５分

バルーン打ち上げ。東南の方向に飛翔。

午前１１時２０分

視認できなくなりドッグマーカーの電波を頼りに追尾開始。

午前１１時３５分

ビーコンが途絶えメーターの針を頼りに追尾続行。

午前１１時５５分

メーター針で確認できなくなった。その後飛翔した方向に航行。

午後３時00分

秋田沖 北緯 ３９°４５′２７．７１″東経 １３９°２１′22.71″

の地点で捜索を断念した。回収は、失敗した。その後２日間に

わたり捜索活動を行ったが発見には、至らなかった。



バルーン発見

• 打ち上げ日から約半年
の11月12日一般の方か
らのバルーン発見の一
報があった。

• 岩手県久慈市の木材運
搬用の道路の脇の木の
中で発見された。

動画データが残っており
構造も目立った外傷
は、無かった。



秋田港（上） 男鹿半島（下）



考察

● バルーンは、ほぼ男鹿半島から真東の方向に飛行

していったものと思える

途中で動画データが切れているのは、低温による

電池電圧の低下によるものだと考えられる
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目標

計画的で安全な打ち上げを行う事を基本とし、
去年より高々度なロケットを目指す。

・機体の製作期間の検討

・シーケンスの見直し

・試験を行う



今年度の活動

● 6月 8日 静岡県 浜松市 中田島砂丘で

ASSP08-HTJ-05の打ち上げ

● 8月20日 ハイブリッドロケットの試射

（ASSP08-HTJ-06の打ち上げ）

● 8月23日 能代宇宙イベントでの打ち上げ

（ASSP08-HTJ-07の打ち上げ）

● 10月11日 ASSP08-HTJ-06の再打ち上げ

● 10月12日 ASSP08-HTK-08,09の打ち上げ



ASSP08-HTJ-05の説明

・他のイベント(ISTS)での打ち上げ

・解放機構のパネルを2枚に変更

・プロポを用いた解放

・解放機構ロックシステムの改造



ASSP08-HTJ-05打ち上げ結果

● 打ち上げおよび回収を

無事に行うことができた。

● パフォーマンスとしての

打ち上げは初の試みだったが、

事故なく行うことができた。



ASSP08-HTJ-06,07の説明

● 新人教育を目的としたハイブリッドロケットの

製作、および打ち上げ

● 去年よりも早い機体の完成を目指した。

● ボディーをFRPで製作し、高高度ロケット対応型にし
た。



ASSP08-HTJ-06打ち上げ結果

● ASSP08-HTJ-06を打ち上げる際、ランチャー上で
止まるという問題が生じた。

● 原因はランチラグ取り付け精度が悪かったためで
ある。

● ランチラグを2個にすることによって、問題を解消す
ることとした。



問題発生時の様子

● 機体がランチャー上で停止



ASSP08-HTJ-07打ち上げ結果

● ASSP08-HTJ-07は高度292ⅿまで打ち上がり、回収も無
事に行うことができた。

● 新人教育も1,2年生を主体とした機体製作や打ち上げとい
う目的も達成できたと考える。

● イベント当日は強風のため、打ち上げるまでに時間がか
かった。



ASSP08-HTJ-07での課題

● 能代宇宙イベントまでの新人教育は行うことができ
たと考えるが、引き続き教育は行っていかなければ
ならない。（技術継承など）

● 予測できない天候での打ち上げをする場合があるの
で、打ち上げの判断材料を増やすための風速測定
などの技術を習得。



ASSP08-HTK-08,09の説明

● Hyper TEK-K型エンジン(J315 835/54-172-J)を
使用した打ち上げ

● FRPを使用してノーズフェアリングを製作

● 解放機構ロックシステムの軽量化

● 二段階分離

● ザイルの使用

● GPS、気圧センサー、加速度計の搭載



ASSP08-HTK-09打ち上げ結果

● 打ち上げは問題なかったが、地上ギリギリでの解放となっ
てしまい機体が破損した。

● 第1回目の2段階分離が成功した。

● 書き込み用SDカードが機体の破損に伴い、破損した。

→加速度計、圧力センサーのデータ取得はできなかった。



ASSP08-HTK-08の打ち上げ結果

● ASSP08-HTK-09の経験をから、分離タイマーの時間を短
くしたところ、頂点付近で解放、機体の回収を行うことがで
きた。

● 2回目の2段階分離が成功した。

● 取得した気圧データから約450～480ｍ程度打ち上がった
と推算される。



ASSP08-HTK-08,09での課題

● 燃焼実験を行い、Hyper TEK-K型エンジンの

推力グラフの取得

● ノーズフェアリングの強化

● ペイロードの強化
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ロケットガール＆ボーイ養成講座

・ロケットガール＆ボーイ養
成講座とはロケット製作を
通して、高校生に理系の楽
しさを知ってもらう企画であ
る。

・ASSPではロケットガール

＆ボーイ養成講座に

サポートとして協力した。



和歌山大学への技術指導

• 5月25日に和歌山大学

を訪問しロケットに関す
る技術を指導きた。

和歌山大学構内で燃焼
実験を行きた。



まとめ(1/2)

カンサット
能代・ARLISSと昨年度よりも目標地点
に近くなったがARLISSにおいて
は満足のいけるものではなかった。
上級生よりも一年生の方が多く、
タスクをあまり振り分けること
ができなかった。来年度は一年生のみで
一機作るのも検討していきたい。GPS
のみでの制御には限界があるので
補助するセンサー等の搭載を検討する。
GPSとセンサーの分散処理も考える。
それに伴い、現在使用しているマイコン
より小さいPIC等の使用も検討する。

バルーン
・今後の課題

バルーンの移動距離を短くする
ために飛翔高度を下げる。
カメラ、電子機器の低温実験行う。
長距離無線通信の実験を行う。
GPSの位置情報確実に取得
し、落下位置を特定する。



まとめ（２／２）

● ロケット部門

● ロケットの高高度化を目指すために、材料の破壊試験や燃焼
実験などを行っていきたい。

● 現在、機体にかかる力の算出を行えていないので、今後計算
技術の取得を行っていきたい。

● 今ある技術を残していくために、技術継承を行っていく。



ご静聴ありがとうございました!

～2008 ASSP Activities～



FRPを使用したノーズフェアリングの製作

● 鉄芯でノーズフェアリングのオス型をつくり、それに
ガラス繊維を巻きつけ、旋盤で加工を行った。



制御アルゴリズム
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