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WSPについて

Wakayama university Space Project（和歌山大学宇宙開発プロジェクト）

目標「和歌山から宇宙へ」
・自律した組織となるために、各自で問題をとらえ、

自ら判断し行動する

・プロジェクトマネジメントのノウハウ、技術の継承を

行うための環境づくりを行う

・自主的・自律的な人材を育成し、宇宙産業の活性化
並びに将来の人類の宇宙進出に有能な人材を

育成する



WSPについて

• 現在は宇宙を目指す２つの部門に分かれて活動中

・ハイブリッドロケット（カンサット） ・バルーンサット

• 研究室や部活動ではなく，自主活動を支援する学
習機関＝自主創造科学センター（クリエ）で活動

⇒個人の自主性・創造性を重視

• 宇宙関係の専門の学生はいない

• 昨年4月に発足⇒活動メンバーは１、２回生がメイン

• 理系のシステム工学部だけでなく，文系の教育学部
など多学部で活動



プロジェクト方針
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プロジェクト方針

プロジェクト活動

⇒「ヒトづくり」「コトづくり」「モノづくり」の３本柱

「ヒトづくり」 ＝組織力・マネージメント力・技術伝承

「コトづくり」＝創造力・企画力

「モノづくり」＝技術力
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「ヒトづくり」

１．組織力

２．マネージメント力

３．技術伝承



「ヒトづくり」

１．組織力

２．マネージメント力

３．技術伝承



１． 組織力

目標「自律した組織となるために，各自で問題をとらえ，自ら判断し行動する」

・チーム全体での情報の共有

→一極集中の回避＝リスク対策

→週一の会議（skypeの利用）

→ＭＬの活用

・チーム内での役割を果たす大切さ，発言力

・他団体との交流（ＵＮＩＳＥＣ，ＫＳＥ，大阪府立大学など）

→外からの評価や良さの吸収

⇒お互いにリスペクトできる関係でつながるチーム



「ヒトづくり」

１．組織力

２．マネージメント力

３．技術伝承



２－１ マネージメント力

目標「マネジメントのノウハウ，

技術の継承を行う環境づくり」

– プロジェクト全体，会議のとりまとめ

– 対外的な申請書の提出

（上空使用，無線局，海上保安庁など）

– 現地での視察やあいさつまわり

– 予算獲得のための活動申請やイベント参加

– スポンサー獲得

– マスコミ（新聞やTV）の取材の対応

– 広報や活動報告



２－１ マネージメント力

目標「マネジメントのノウハウ，

技術の継承を行う環境づくり」

– プロジェクト全体，会議のとりまとめ

– 対外的な申請書の提出

（上空使用，無線局，海上保安庁など）

– 現地での視察やあいさつまわり

– 予算獲得のための活動申請やイベント参加

– スポンサー獲得

– マスコミ（新聞やTV）の取材の対応

– 広報や活動報告



２－２ マネージメント力

・メンバー全員が一度はプロマネを担う

→プロジェクト毎に立候補，交代制

→一人に依存するチームの弱さ解消に

・プレゼン能力の向上

→学会などで賞を受賞＝評価

・知識（ノウハウ）の伝承

→報告書等の文書，記録化，データベース化



「ヒトづくり」

１．組織力

２．マネージメント力

３．技術伝承



３．技術伝承

・先輩による講習会

⇒ＣＡＤ講習会（製図），軌道シュミレーション

イラストレーター（広報活動のポスター製作）

・地域住民で専門知識・技術をもった方からの
指導（シニアアドバイザー）

・日々の指導

⇒プログラム，回路，無線通信技術

機体製作技術（ペイロード，ＦＲＰ加工）

・手順書の作成
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「コトづくり」

創造力・企画力

１．ロケットの射場「加太」の開拓

２．新しい宇宙への道「バルーンサット」

３．イベント参加による教育・普及活動



「コトづくり」

創造力・企画力

１．ロケットの射場「加太」の開拓

２．新しい宇宙への道「バルーンサット」

３．イベント参加による教育・普及活動



１－１ ロケットの射場「加太」の開拓

• 和歌山県加太



１－２ 和歌山県加太の射場

• 打ち上げ可能な拠点に．

– 北海道（大樹町），

– 秋田県（能代市），

– 鹿児島県（種子島）など・・・

＋和歌山県（加太）

• 高度400mまでのロケット打ち上げが可能．

– 現在までに，大阪府立大学，和歌山大学が使用

• 年中打ち上げが可能．

– WSPでは冬にも打ち上げ実験を行った．



ハイブリッドロケット打ち上げ実験

機体名 打ち上げ日 結果 データ

紀州I 2009年2月26日
＠和歌山県加太

エンジン爆発 -

紀州II 2009年4月4日
＠和歌山県加太

分離機構動作せず ○

紀州III 2009年6月20日
＠和歌山県加太

成功 ×

紀州IV 2009年8月24日
＠秋田県能代

成功 ×

紀州V 2009年12月予定

＠和歌山県加太
- -



「コトづくり」

創造力・企画力

１．ロケットの射場「加太」の開拓

２．新しい宇宙への道「バルーンサット」

３．イベント参加による教育・普及活動



２－１ 新しい宇宙への道「バルーンサット」

バルーン・・・右のような風船

サット・・・サテライト（衛星）

風船に通信機器や

カメラなどの観測機を搭載

高度３０ｋｍ上空からの様子を撮影





２－２ 特徴

他プロジェクトとの一番の違い

到達高度

カンサット ＝１００ｍ程度

学生ロケット＝２００ｍ～３ｋｍ

バルーン ＝３０ｋｍ

宇宙を目指す、新手段の提案

⇒学生宇宙活動の拡大化，

他分野での応用

キューブサット

100m

200m

500m

1km

4km

10km

30km

100km

300km

5分 1時間 1日 1月 1年

学生ロケット

低高度バルーン

缶サット

缶サット

今回開発する
成層圏バルーン

高度

運用時間



２－３ 特徴その２

• バルーンサットの放球拠点＝和歌山

⇒回収は絶対海上

南に突き出た半島は東西どちらも回収が可能

⇒和歌山での回収システムの確立

・低コストで手軽にどこでもできる

⇒ノウハウの提供が可能

⇒申請，技術，フライト予測など



２－４ バルーンサットの応用

• キューブサット開発のための予備実験

• 自律機器の動作試験、長距離（～ 200km）

• 通信実験

• 将来の火星無人飛行探査のための予備実験

• 低圧化（5/1000 気圧）でのフライト試験、

• 低温下（～ -70℃）での熱環境試験

• ロックーンの開発

• 成層圏からの飛翔体発射試

• 成層圏の理学観測

• 浮遊する宇宙塵の採取、エルビス・スプライトの観測



「コトづくり」

創造力・企画力

１．ロケットの射場「加太」の開拓

２．新しい宇宙への道「バルーンサット」

３．イベント参加による教育・普及活動



３－１ イベント参加による教育・普及活動

• 「知能メカトロニクス学会」⇒優秀講演賞 受賞

• 「おもしろ科学まつり」＝小・中・高を対象とした現代
の科学ばなれを防ぐイベント

• 「自主研究フェスティバル」⇒バ：最優秀賞 受賞

ロ：発明研究賞、佳作 受賞

• 「メカトロテック・ジャパン名古屋の展示会」

• 宇宙カフェ（講師を招いてのトーク会の企画）

• クリエに見学に来た高校生や地域市民の方々への
説明・活動内容の宣伝

• 水ロケット教室



３－２ 教育活動 「科学の祭典ｉｎ和歌山」

小・中・高を対象とした現代の科学ばなれを防ぐイベント
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「モノづくり」

１．ロケット：テレメトリシステム

２．バルーン：映像の長距離伝送

３．バルーン：アンテナ自動追尾システム



「モノづくり」

１．ロケット：テレメトリシステムの開発

２．バルーン：映像の長距離伝送

３．バルーン：アンテナ自動追尾システム



１－１ ロ：テレメトリシステムの開発

• 目的

– ROMが壊れてもデータを失わないために

– 既存の製品より安く，強力で，高品質に

– 位置情報の取得

• 達成のために

– バルーンサットで使用している物を高速化と改良

– アマチュア無線帯域を利用，モデムを自作

– 通信方式はFSK，もしくはPSKを検討中



「モノづくり」

１．ロケット：テレメトリシステム

２．バルーン：映像の長距離伝送

３．バルーン：アンテナ自動追尾システム



２－１ 映像の長距離伝送

• バルーン本体に通信機器を搭載させ，送信さ
れてくる電波を地上で受信
– GPSが取得した位置データを送信する４３０M帯

の無線機

⇒八木アンテナで受信

– ビデオカメラの映像データを送信する１．２G帯の

無線機

⇒パラボラアンテナで受信



２－２ 無線通信の配置図

陸上班（主）

地上局

陸上班（副）

放球点

海上班

回収

バルーン

GPSの位置データ
映像データ

携帯電話や衛星電話による通信



２－３

日食ＰＪ時に直線距離で80ｋｍの受信に成功

⇒バルーンと地上局のＧＰＳデータをもとにした座標の
差から直線距離も求められるプログラム





「モノづくり」

１．ロケット：テレメトリシステム

２．バルーン：映像の長距離伝送

３．バルーン：アンテナ自動追尾システム



３－１ アンテナ自動追尾システム

• 映像の受信を行う，1.2ギガ帯のパラボラアン

テナ

⇒ＧＰＳデータをもとにプログラムで制御し，バ
ルーンを自動追尾

• もとは電波望遠鏡で

星観測用のものを応用



ＷＳＰの存在意義



今後の展望

日本の学生宇宙開発がむかうべきところはどこか？

⇒自分たちの活動はどう作用していくのか

・宇宙開発を担う人材の育成

⇒社会の中でリーダーシップをとっていける人材

・一般の人に宇宙を身近に感じてもらう

⇒情報発信

⇒研究機関→学生→一般の方々 をつなぐパイプ役

・要素技術の開発



UNISEC
WSの目標



アンケート調査

11月のUNISECワークショップにメンバーの過半数が参加し、独自ロケッ

トプロジェクトやバルーンサットプロジェクトを中心とした内容の進捗報告、
成果発表を行いアンケート形式で評価を頂く。また、他団体との情報交
換を行う。WSPの活動内容をより多くの人に知ってもらう。その際、事前

に質問事項（具体的な案としてマネジメント：組織体系、リスク対策、技術
継承の方法）を用意し、情報の交換ができたかを確認できるようにする。

アンケート⇒他大学からの評価・良さの吸収

「ヒトづくり」＝プロジェクトマネージメント

「コトづくり」＝自分たちの新しい取り組みを

応用していくきっかけ
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