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1．実験目的 

 

 第 10 回能代宇宙イベントにおける STEP の目的は以下の 3 点 

1) 新たに設計製作した機体の運用実験 

2) 海打ちロケットに搭載する CanSat2 機の放出実験 

3) ハイブリッドロケットに搭載する水ロケットによる 2 段推進の実証実験 

 

海打上げでは 1),2).陸打上げでは 1),3)を達成する． 

 

2．実験概要 

 

 2014 年 8 月に行われる能代宇宙イベントにて，8/17 および 21 に 1 機ずつ，ハイブリッ

ドロケット打上げ実験を行う． 

 17 日の一般公開日の打上げ機体(TSUKUBA-STEP10A)はロケットの先端に水ロケット

を搭載し，2 段推進を行い，水ロケットの 2 段推進に関する知見を得る実験である．STEP

初となる複数の推進系を搭載した機体になる． 

 21 日の打上げは海打ちである．昨年より導入しているモジュール式のロケット機体を 1

機製作した．昨年と異なり，一部カーボンを使用し，CanSat を 2 機搭載している．いずれ

の CanSat もロケットから分離した後自律制御にて陸地を目指す．STEP で 1 機のロケット

に 2 機の CanSat を搭載することも初めての試みである． 
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3．実験結果 

 

第 10回能代宇宙イベントの打上げ実験にて STEPは 2機のハイブリッドロケットの打上げ

実験を行った．以下，ロケットの名称，打上げ日時，使用ランチャーである． 

 

TSUKUBA-STEP10A 

打上げ日時：2014/08/17 09:30 

使用ランチャー：ASSP ランチャー 

 

TSUKUBA-STEP10B 

打上げ日時：2014/08/17 11:30 

使用ランチャー：10m ランチャー 

 

以下，各コンポーネントを章ごとに記す． 
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3.1 機体 

 

3.1.1 構造系(陸打ち) 

 

 TSUKUBA-STEP10A の外観を図 3.1.1 に示す． 

 

 

図 3.1.1 TSUKUBA-STEP10A 外観図 
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 TSUKUBA-STEP10A の機体概要図を図 3.1.2 に示す． 

 

 

図 3.1.2 TSUKUBA-STEP10A 機体概要図 

 

 TSUKUBA-STEP10A の各部材料を表 3.1.1 に示す． 

 

表 3.1.1 TSUKUBA-STEP10A の各部材料 

 材料 

ノーズコーン スタイロ 

ボディチューブ Quantum tube 

カプラー Phenolic Tube 

エンジンマウント Phenolic Tube 

フィン アクリル 

 

3.1.2 機体諸元(陸打ち) 

  

 TSUKUBA-STEP10A の主な機体諸元を表 3.1.2 に示す． 

 

表 3.1.2 TSUKUBA-STEP10A 主な機体諸元 

全長 [mm] 2164 

直径 [mm] 101 

離陸重量 [kg] 5.75 

目標到達高度 [m] 381（無風時） 
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3.1.3 打ち上げ結果(陸打ち) 

 

 TSUKUBA-STEP10A の打ち上げ結果を表 3.1.3 に示す． 

 

表 3.1.3 TSUKUBA-STEP10A 打ち上げ結果 

異常動作 なし 

上空での水ロケット分離 成功 

上空での機体分離 成功 

パラシュート放出・展開 成功 

着地後の破損 フィン 3 枚とボディチューブの破損 

 

 図 3.1.3 に破損したフィンの様子を，図 3.1.4 に破損したボディチューブの様子を示す． 

 

 

図 3.1.3 着地時に破損したフィン 
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図 3.1.4 破損したボディチューブ 
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3.1.4 シミュレーションとの比較(陸打ち) 

 打ち上げ時の風速 2 m/s の場合のシミュレーションと実際の打ち上げ時の計測結果

の比較を表 3.1.4 に示す． 

 

表 3.1.4 シミュレーションと計測結果の比較 

シミュレーションでの予想高度（風速 2 m/s） 377 m 

実際の高度（取得した気圧データより算出） 300 m 
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3.1.5 構造系(海打ち) 

 

 TSUKUBA-STEP10B の外観を図 3.1.5 に示す． 

 

 

図 3.1.5  TSUKUBA-STEP10B 外観図 
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 TSUKUBA-STEP10B の機体概要図を図 3.1.6 に示す． 

 

 

図 3.1.6  TSUKUBA-STEP10B 機体概要図 

 

 TSUKUBA-STEP10B の各部材料を表 3.1.5 に示す． 

 

表 3.1.5  TSUKUBA-STEP10B の各部材料 

 材料 

ノーズコーン スタイロ+GFRP 

ボディチューブ 1 GFRP 

ボディチューブ 2,3 CFRP 

カプラー1,2 ウルテム 

カプラー3 アルミ 

エンジンマウント Phenolic Tube 

フィン アクリル 
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3.1.6 機体諸元(海打ち) 

  

 TSUKUBA-STEP10B の主な機体諸元を表 3.1.6 に示す． 

 

表 3.1.6 TSUKUBA-STEP10B 主な機体諸元 

全長 [mm] 2018 

直径 [mm] 162 

離陸重量 [kg] 8.735 

目標到達高度 [m] 370（無風時） 

 

3.1.7 打ち上げ結果(海打ち) 

 

 TSUKUBA-STEP10B の打ち上げ結果を表 3.1.7 に示す． 

 

表 3.1.7  TSUKUBA-STEP10B 打ち上げ結果 

異常動作 なし 

上空での機体分離 作動せず 

パラシュート放出・展開 失敗 

CanSat 放出 失敗 

着地後の破損 弾道落下しボディチューブ 3 以外はほぼロ

スト 
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 弾道落下し破損した機体の様子を図 3.1.7，図 3.1.8 に示す． 

 

 

図 3.1.7 弾道落下し破損した機体 1 

 

 

図 3.1.7 弾道落下し破損した機体 2  
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3.1.8 シミュレーションとの比較(海打ち) 

 

 打ち上げ時の風速 0 m/s の場合のシミュレーションと実際の打ち上げ時の計測結果の比

較を表 3.1.8 に示す． 

 

表 3.1.8 シミュレーションと計測結果の比較 

シミュレーションでの予想高度（風速 0 m/s） 576 m 

実際の高度 取得できず 
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3.2 分離機構 

  

 分離機構とは，ロケット上昇後，パラシュートを放出・展開させ，機体を軟着陸させる

ことにより，打ち上げたロケットを安全に回収することを目的とした機構である． 

 以下に，海打ち用分離機構と陸打ち用分離機構の詳細と結果を示す． 

 

3.2.1 構造(陸打ち) 

 

図 3.2.1 と図 3.2.2 に分離機構の構造と表 3.2.1 に分離機構の諸元を示す．本分離機構は，

ボディチューブを一部半分割し，バネ付きヒンジを取り付けたドアの内部にパラシュート

を搭載する．バネ付きヒンジはドアが開く方向に復元力が発生するようヒンジの向きを合

わせ，パラシュートの搭載時にバネ付きヒンジを取り付けたドアを閉じることでバネ付き

ヒンジに復元力を蓄積する．機体が離床後に最高高度となる点にて分離動作を行い，ドア

内部のパラシュートをバネ付きヒンジに蓄積された復元力により放出・展開した後，パラ

シュートの抗力により機体を減速させ，軟着陸させる．  

 

 

 

図 3.2.1 分離動作前の分離機構 

図 3.2.2 分離動作後の分離機構 
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表 3.2.1 分離機構の諸元 

名称 値 

外径 [mm] φ102 

長さ [mm] 300 

重量 [g] 240 

 

 図 3.2.3 にバネ付きヒンジ周辺の詳細図を示す．バネ付きヒンジはプレート 1 と M3 ボル

ト 2 本で固定されている．プレート 1 とドアはアルミアングル 4 つと M4 ボルト 1 本計 4

本で固定されている．バネ付きヒンジは，アルミアングル 1 つと M3 ボルト 2 本で固定さ

れており，そのアルミアングルは接続プレートと M3 ボルト 2 本で固定される．開放時に

バネ付きヒンジ部の固定が壊れることを考え，ドアと機体本体は，分離機構に支障をきた

さないように配慮しつつ，強度のある紐で繋げる．仮にバネ付きヒンジ部の固定が壊れた

ときにはドアと機体本体が紐で繋がる状態になり，落下分散範囲外にドアが落下すること

はない．接続プレートには，パラシュートをつなぐアイボルトが固定されている． 

 

 

 

 

図3.2.4にサーボ周辺の詳細図を示す．サーボはサーボマウントにより機体に固定される．

ツメは，プレート 2 によりドアと固定されている． 

  

図 3.2.3 バネ付きヒンジ周辺の詳細図 
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3.2.2 分離の原理(陸打ち) 

 

 

 

 

図 3.2.5 に分離機構の展開を詳細に表した図を示す．まず，分離機構は左上の図の状態で

ロケットに搭載される．このときバネ付きヒンジの力によりヒンジの軸を中心としてドア

を開こうとする力が加わる．サーボの出力軸の位置は，左下の図のように，ツメに引っか

かる位置となっていて，ドアは開かない状態となっている． 

次にエンジンが燃焼し，ロケットが最高高度に達すると分離回路が信号をサーボに送り，

中央下の図のように，サーボの出力軸の位置がツメから外れ，ドアを閉めていたロックが

図 3.2.4 サーボ周辺の詳細図 

図 3.2.5 分離の原理 
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解除され，右下の図のように，バネ付きヒンジの力によりドアが回転して開き，パラシュ

ートを放出する． 

分離のタイミングについて述べる．最高高度に達した後に分離をさせるが、その検知に

は気圧センサを使用する．ロケット飛翔中の気圧の動作は，上昇中は気圧が減少し，降下

中は増加するというものである．気圧の減少から上昇に変化するタイミングが最高高度と

なるため、これを検知してサーボを動かす． 

 

3.2.3 分離試験(陸打ち) 

 

 分離試験は，機体の分離，パラシュートとCanSatの放出を確認する試験である．実際

にショックコードに接続した上で，パラシュートとFlyBack-CanSat，SeaBack-CanSatを

装填し，試験を実施した．図3.2.6，図3.2.7にそれぞれ分離試験時の画像を示す．なお，こ

の試験においては，プログラム通りに動作し，かつパラシュートとCanSatが各々単独で放

出されることをもって成功とし，成功率90％以上を目指した．試験結果は10 回中10 回成

功し，成功率100％を達成した． 

 

  

図 3.2.6 分離動作前 図 3.2.7 パラシュート展開後 
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3.2.4 打上げ時の運用(陸打ち) 

 

 特に問題は発生せず，準備所にて分離機構を組み立て，パラシュートを搭載し，サーボ

の出力軸をロックの位置に動かし機体搬入まで待機した． 

 機体搬入の後，ランチャーに機体を搭載し，その後，点火シーケンスに入りエンジンが

点火，離床の後に水ロケットが発射，最高高度を通り分離機構が動作してパラシュートが

正常に展開した． 

 

3.2.5 構造(海打ち) 

 

図 3.2.8 と図 3.2.9 に分離機構の構造と表 3.2.2 に分離機構の諸元を示す．本分離機構は，

ボディチューブを一部半分割し，ヒンジを取り付けたドアの内部にパラシュートと

FlyBack-CanSat を搭載する．ドアには板バネが取り付けられており，パラシュートと

CanSat の搭載時に，あらかじめ一定曲率で板バネを曲げて復元力を蓄積しておく．機体が

離床後に最高高度となる点にて分離動作を行い，ドア内部のパラシュートと CanSat を板バ

ネに蓄積された復元力により放出・展開した後，パラシュートの抗力により機体を減速さ

せ，軟着水させる． 

 

 

  

図 3.2.8 分離動作前の分離機構 



21 

 

 

表 3.2.2 分離機構の諸元 

名称 値 

外径 [mm] φ162 

長さ [mm] 500 

重量 [g] 400 

 

図 3.2.10 ヒンジ周辺の詳細図 にヒンジ周辺の詳細図を示す．ヒンジは，ドアと機体を

接続するために用いられ，ヒンジの回転軸周りにドアは開閉する．ヒンジはドアと M4 ボ

ルト 5 本で固定され，ヒンジと機体は M4 ボルト 5 本で固定される．ドアを開くために，

板バネを曲げるときに蓄積された復元力を用いる．板バネとドアにはドアと機体の接続と

は別に小型のヒンジを用いて固定する．板バネとドアの固定方法を図 3.2.11 に示す． 

 

 

  

図 3.2.9 分離動作後の分離機構 

図 3.2.10 ヒンジ周辺の詳細図 
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図 3.2.12 にサーボ周辺の詳細図を示す．サーボは，ABS 樹脂製のサーボマウントにより

機体に固定される．サーボマウントは，側面の雌ねじ穴を使い M4 ボルト 4 本を用いてボ

ディチューブに固定される．図3.2.13に示すABS樹脂製のツメは，側面の雌ネジ穴を使い，

M4 ボルト 4 本を用いてドアに固定される． 

 

 

 

図 3.2.11 板バネとドアの固定方法 

図 3.2.12 サーボ周辺の詳細図 
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図 3.2.13 ツメの概略図 
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3.2.6 分離の原理(海打ち) 

 

 

 

図 3.2.14 に分離機構の展開を詳細に表した図を示す．まず，分離機構は左上の図の状態

でロケットに搭載される．このとき板バネの力によりヒンジの軸を中心としてドアを開こ

うとする力が加わる．サーボの出力軸の位置は，左下の図のように，ツメに引っかかる位

置となっており，ドアは開かない状態となっている．また，サーボのクランクとツメの位

置関係はサーボの回転軸とクランクの先をつなぐ直線とツメとクランクが接触する面が直

角となっているため，ツメにクランクが引っかかった状態でもサーボに負荷はかからない．

また，サーボの電源を切ったとしてもロックされ続け，電力消費を抑えることができる． 

次にロケットが離床後，ロケットが最高高度に達すると分離回路が信号をサーボに送り，

中央下の図のように，サーボの出力軸の位置がツメから外れ，ドアを閉めていたロックが

解除され，右下の図のように，板バネの力によりドアが開き，パラシュートと CanSat を押

し出すように放出する． 

分離のタイミングについて述べる．最高高度に達した後に分離をさせるが、その検知に

は気圧センサを使用する．ロケット飛翔中の気圧の動作は，上昇中は気圧が減少し，降下

中は増加するというものである．気圧の減少から上昇に変化するタイミングが最高高度と

なるため、これを検知してサーボを動かす．  

図 3.2.14 分離の原理 
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3.2.7 SeaBack-CanSatの分離機構(海打ち) 

 

 SeaBack CanSat 分離機構の鳥瞰図を図 3.2.15 に示す． 

 

図 3.2.15 SeaBack-CanSat 分離機構鳥瞰図 

 

分離機構は SeaBack-CanSat の下に配置し，SeaBack-CanSat を放出する役割を持つ．

分離機構は SeaBack-CanSat に固定される「ラック部分」とロケット側に固定される「ピ

ニオン機構」で構成される．それぞれの詳細は以下の節に示す． 

 

 

表 3.2.3  SeaBack-CanSat 分離機構諸元 

外径[mm] φ160 

長さ[mm] 6.5 

重量[g] 211 

 

ラック部分の諸元を表3.2.4に示す．ラック部分はM3ねじ2本を用いてSeaBack-CanSat

に固定する．次節に示すピニオン機構によってロケットから押し出される． 

 

表 3.2.4 「ラック部分」諸元 

材料 アクリル(厚さ 5mm) 

縦[mm]×横[mm] 255×20 

重量[g] 27 

 

ピニオン機構の諸元を表 3.2.5 に示す．ピニオン機構にはモータを取り付け，モータの回

転によってピニオンが回転しラックを押し出す． 
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表 3.2.5「ピニオン機構」諸元 

材料 アクリル(厚さ 3mm) 

外径[mm] φ160 

重量[g] 184 

 

図 3.2.16 にノーズコーンと SeaBack-CanSat との接続，図 3.2.17 にノーズコーンとボデ

ィチューブ 1 との接続を示す．ノーズコーンと SeaBack-CanSat が M4 ネジ×8 で接続さ

れており，SeaBack-CanSat とボディチューブ 1 が SeaBack-CanSat 用分離機構のラック

アンドピニオンを介して接続している．SeaBack-CanSat はボディチューブ 1 の中に嵌ま

るよう，外径がφ160 となっており，ボディチューブ 1 の内径がφ160 であるため，ぐらつ

くことなく固定される． 

 

 

 

 

図 3.2.16 ノーズコーンと SeaBack-CanSat との接続 
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分離の原理を以下に示す．図 3.2.18 に SeaBack-CanSat 分離機構の動作を詳細に表した

図を示す．ロケットが海に着水後，分離回路がモータへ信号を送りピニオンギヤを回転さ

せる．ピニオンギヤの回転によってラック部分が押し出され SeaBack-CanSat が分離され

る． 

分離のタイミングについて述べる．ロケットの着水後に SeaBack-CanSat をあらかじめ

設定したタイマーにて分離させる． 

 

 

図 3.2.18 分離機構動作図 

 

図 3.2.17 SeaBack-CanSat とボディチューブ 1 との接続 
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3.2.8 分離試験(海打ち) 

 

分離試験は，機体の分離，パラシュートとCanSatの放出を確認する試験である．実際に

ショックコードに接続した上で，パラシュートとFlyBack-CanSat，SeaBack-CanSatを装

填し，試験を実施した．図3.2.19，図3.2.20，図3.2.21にそれぞれ分離試験時の画像を示す．

なお，この試験においては，プログラム通りに動作し，かつパラシュートとCanSatが各々

単独で放出されることをもって成功とし，成功率90％以上を目指した．試験結果は10 回中

10 回成功し，成功率100％を達成した． 

 

 

図 3.2.19 分離動作前 

 

 

図 3.2.20 FlyBack-CanSat とパラシュート展開後 
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図 3.2.21 SeaBack-CanSat 展開後 

 

 

3.2.9 打上げ時の運用(海打ち) 

 

 当初，X が 6:00 ということで，機体搬入を 5:00 に設定し，それに合わせ分離機構の組み

立てを行っていたが，FlyBack-CanSat の不具合により，X が伸びたため，次の X までは

すぐに組み立てられる状態で待機していた． 

 その後，東海大学と秋田大学の打上げが行われた後，組み立てを再開し，M-Ⅱチームの

打上げ前に SeaBack-CanSat と FlyBack-CanSat を搭載し，すぐにランチャーに通せるよ

う組み立てを終了させた． 

 M-Ⅱチームの打上げ後，ランチャーに通し，STEP の打上げまで待機した． 

 その後，STEP の点火シーケンス中にエンジンの不点火があり，打上げはできず，トラブ

ルシューティングに入った．その時には，総員退避は解除せずエンジン班のみがランチャ

ーでトラブルシュートをしていたため，機体はランチャーに通した状態で待機していた． 

その後，STEP の点火シーケンスが再度始まり，エンジンの点火，燃焼後，最高高度を通過

した後，分離機構は動作しなかった．弾道飛行の後，海水に激しくたたきつけられ，回収

はエンジンの部分のボディチューブのみが回収できた．分離機構は回収できなかった． 

図 3.2.22 に待機所から望遠レンズにより撮影した離床から 11 秒後の機体の画像を示す．

離床から 11 秒後では，分離回路からサーボに分離信号が送信されているはずだが，図から

は分離機構が動作しドアが開いている様子は見られない．分離試験では，分離機構の健全

性は確認できており，当日の朝も分離試験を行ったが，作動は確認していたため，分離機

構に問題はなかったと考えられる．その他に考えられる原因として，回路の電源が長時間

の運用で電圧が低下してしまい，サーボを動かすことができなかったのではないかと考え

られる． 
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図 3.2.22 離床から 11 秒後の機体の画像 

 

3.2.10 考察(TSUKUBA-STEP10A・TSUKUBA-STEP10B) 

 

 海打ちでの分離機構の考察をする．海打ちでは，昨年度と同様の分離機構を製作し，分

離試験で 100％の成功率を収めていた．しかし，実際の打上げ時には分離機構は動作せず，

CanSat とパラシュートの放出に失敗し，機体は半分以上，回収できなかった．今回は電池

切れにより分離機構が動作しなかった可能性が高いと考えられているが，電流消費が多い

サーボを用いた分離機構も原因の一部であると考えられるため，今後は待機電流の少なく，

より確実性の高い分離機構の製作を目指す． 

 次に，陸打ちでの分離機構の考察をする．分離機構は，海打ちの分離機構と同様，横に

開くドアとバネ付きヒンジを用いた機構となっており，分離試験では 100％の成功率を収め

ていた．実際の打上げ時にも分離機構は作動し，機体は完全に回収することができた．従

来の分離機構よりも軽量化することができたため，分離機構としては成功だったと考えら

れる．しかし，製作に時間がかかってしまい，スケジュールを守ることができなかったと

いう問題があったため，もっと作りやすい機構を考えていきたいと思う．  
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3.3 燃焼系 

 

能代宇宙イベントにおいてロケット打ち上げ実験に関するエンジン班の活動を記述する．

エンジン班は実験において，エンジンの点火含め，GSE(地上支援設備)の運用を担当した． 

 

3.3.1 エンジン概要 

 

本プロジェクトで使用したエンジンは陸打ち上げ，海打ち上げ共にハイブリットエンジ

ンである．陸打ち上げには HyperTEK シリーズの J250，海打ち上げには同じく HyperTEK

シリーズの K240 を使用した．  

表 3.3.1 に J250 のパラメータ，表 3.3.2 に K240 のパラメータ，図 3.3.1 に J250 の，図

3.3.2 に K240 の STEP の燃焼試験によって得られた推力履歴に取り付け器具の重さ分のみ

を推力に加える補正を行ったものを示す． 

 

表 3.3.1 J250 のパラメータ 

 

表 3.3.2 K240 のパラメータ 

 

 公称値 実験値 

エンジン型番 HyperTEK J250 

燃焼時間[s] 3.00 3.47 

総力積[Ns] 745 618 

最大推力[N] 501 683 

寸法[mm] 54×614 54×614 

 

 公称値 実験値 

エンジン型番 HyperTEK K240 

燃焼時間[s] 5.60 5.612 

総力積[Ns] 1285 1148 

最大推力[N] 425 530 

寸法[mm] 54×819 54×790 
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図 3.3.1 J250 の推力データ(移動平均要素数 5) 

 

図 3.3.2 K240 の推力データ(移動平均要素数 5) 
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3.3.2 GSE概要 

 

STEP で取り扱っている GSE は HyperTEK の手引きによる GSE を基本としている．配

管系統図を図 3.3.3 に，電気系統図を図 3.3.4 に示す． 

 

図 3.3.3 配管図系統図 

 

 

図 3.3.４ 電気系統図  
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3.3.3 活動内容 

 

3.3.3.1 GSE改良 

 

 昨年度の能代宇宙イベントにおける打ち上げ実験において，万が一フレキシブルホース

が外れてしまった場合に自由度の少ない管の方が安全であると考え，N2O ラインのボンベ

－ボールバルブ間のフレキシブルホースを SUS 管に変えた．しかし，その前後の実験で本

箇所におけるリークや管が外れなくなるなどの問題が発生したため，今年度はこの部分を

フレキシブルホースに改めた．代わりに，チューブサポートを取り付けることでフレキシ

ブルホースが外れてしまった場合に備えた． 

 また，GSE 周りの設備のうち，N2O ボンベの倒立台を軽量化，500feet ケーブルを敷設

しやすいようケーブルを巻き付けるパイプを用意するなど，GSE 運用以外の部分でも改良

を加え，より実験に専念して臨めるようにした． 

 

3.3.3.2 手順書作成 

 

STEPの手順書はハイブリットロケットの打ち上げ時のエンジン，配管系統，電気系統の

組立，動作確認，打ち上げの手順を記載している．普段の活動で手順書を用いて配管を組

み立てる練習を行い，改訂を重ねている．  

手順書に欠陥があると重大な事故に繋がることも考えられるので，今後も安全を第一に考

え，なおかつ手順の効率化を図っていく． 

 

3.3.3.3 地上燃焼実験 

 

打ち上げデータに必要な推力データの取得，GSE の運用練習の一環として 4 月(公開)，  

7 月にそれぞれ一回の合計 2 回の地上燃焼実験を行った． 

 

(1) 公開地上燃焼実験 日時：2014 年 4 月 19 日 場所：STEP学内虹の広場  

GSE 運用手順の確認，推力データの取得及び STEPの広報を目的とした実験であった．順

調にシーケンスは進み，予定通りに点火した．  

(2) 地上燃焼実験 日時：2013 年 7 月 5 日 場所：STEP学内虹の広場  

 本年度の能代宇宙イベントでの打ち上げ実験において打ち上げを担当した新入生の燃焼

経験を得ることを目的とした． 

 「イグナイタ・O2 同時試験」においてイグナイタワイヤのスパークと O2 の排出の同時

動作が確認できない場面があったが，再度試験を行ったところ，同時動作を確認できた．

しかし，1 度目の点火シーケンスにおいてエンジンを燃焼させることができなかった．先の
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試験と，イグナイタワイヤそのものはスパークしていた状況を根拠に，イグナイタワイヤ

のスパークと O2 の排出が同時でなかったことが不点火の原因であったと考えている． 

その後，2 度目の点火シーケンスで燃焼を確認することができた． 

 

3.3.3.4 事前準備・リハーサル 

 

 ・配管練習 

 事前準備として GSE 配管練習を合計 15 回行った．7 月の地上燃焼実験に向けて合計 10

回行い，本実験に向けて 7 月の地上燃焼実験後に 5 回行った． 

 配管練習毎に GSE 展開から打上げ，撤収までの各手順に要する時間を計測し，シーケン

ス作成の際の参考値とした．また，配管練習毎に GSE 手順書の確認を行い修正した． 

 ・不点火対策 

 地上燃焼実験で発生した不点火の原因究明のため，イグナイタワイヤのスパークと電磁

弁の動作試験を行った． 

 この試験の目的は，イグナイタワイヤのスパークと電磁弁の動作の時間差を計測するこ

とである． 

 地上燃焼実験では，電磁弁単体の安定な動作を確認できていたが，イグナイタワイヤと

O2 電磁弁の動作が同時であることを確認する試験を行った際に不安定な動作を確認した．

従って，イグニッションモジュールと O2 電磁弁が同時に動作する場合に電磁弁の動作とイ

グナイタワイヤのスパークに時間差が生じると考えた． 

 イグナイタワイヤの点火と電磁弁の動作の時間差を計測し，計測結果を元に電磁弁の動

作に対してイグナイタワイヤのスパークを十分遅らせることで，不点火を防ぐことができ

ると考え，本試験を行った． 

 本試験は，高圧ガスを用いず大気圧で行ったため，地上燃焼実験時の O2 電磁弁の入力圧

力は再現できていない． 

 試験の結果は，イグナイタワイヤのスパークと電磁弁の動作の時間差はほとんど無く，

大気圧下での電磁弁の動作に異常は見られなかった．  
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3.3.4 当日の運用 

 

3.3.4.1 海打ち上げの運用 

 

 STEP の海打ち上げは 8 月 21 日に行われた．打上げ予定時刻が 6:00 であり 1:00 より作

業が進められた．点火シーケンスまでの作業は順調に進められたが，不点火となってしま

った．確認してみると，イグナイタワイヤが燃焼していなかった．そのままの状態でイグ

ナイタ・O2 同時試験を行ったところ、イグナイタワイヤのスパーク，O2 排出が共に確認

できなかった．その時点で O2 の二次圧が 0.80MPa 近くまで上がっていたため，これが原

因で O2 電磁弁がうまく作動しなかったと考えられた．またイグナイタワイヤの不点火につ

いては，O2 の二次圧が高く，そこに流れた電流が大きかったため，イグナイタワイヤに流

れた電流が小さくなってしまったからだと考えられた．O2 の二次圧に関しては，点火シー

ケンス以前の作業の段階において，時間と共に上昇することが確認されていた．これらの

ことから，この不点火の原因は O2 の二次圧が高かったことだと特定された．その対策とし

て 2 回目の点火シーケンスでは総員退避の直前に O2 排出を行い，O2 の二次圧を下げた状

態で点火シーケンスを行った． 

 2 回目の点火シーケンスは 11：30 から行われ，無事に打上げることができた． 

 

3.3.4.2 陸打ち上げの運用 

 

STEP の陸打ち上げは 8 月 17 日に行われた．打上げ予定時刻 9:30 であったため，6:00

より作業を開始した．実際の打上げ時刻は 9:30 である．GSE のシリコンバッテリーを事前

の配管練習の時から変更し，カーバッテリーを使用したが、正常に動作したことを確認し

た．GSE 組立は順調に進み，ロケット機体の準備も順調に進んだ．そのため，当初予定し

ていたシーケンスより早く作業を終えることができ，不安要素であったイグナイタ・O2 同

時試験を点火シーケンスに入る前に再度行うことができた．また，イグナイタワイヤの先

端の切る形を三角形にしたことでスパークにおける火花の出が強くなった． 

点火シーケンスについて報告する．充填確認ができたのは充填開始から 10秒後であった．

充填確認から点火に要した時間はおよそ 1 秒であり，以前の同じ型番のエンジンを使用し

た実験のときよりも短かった． 

 

3.3.6 打上げ実験の考察と今後の展望 

  

 昨年度より，STEP エンジン班の大きな課題は確実な点火である．昨年度の能代宇宙

イベント海打ち実験での不点火を受けて以来，不点火の原因を探る実験及びそれを克服

するための実験を幾度か行った．確かに，これらは多少の改善へと繋がったのだが，本
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年度の海打ち実験で再び不点火の苦い経験を味わった． 

 7 月の学内での地上燃焼実験や当日の状況を踏まえて考えるに，イグナイタワイヤの

スパークと O2 の排出が同時に動作していなかったことが原因であると考えられる．事

前の実験で同様の失敗を犯していながらも，打ち上げ当日で再び同様の失敗を犯してし

まった． 

 これは，不点火対応のために行った実験が実際のエンジン燃焼実験及びロケット打ち

上げ実験とは状況が大きく異なる状態で行ったことが，正しい不点火の対応策の発見に

至らなかった要因であると考えられる．高圧ガスを利用した実験を事前に行うことがで

きなかったため，打ち上げ時と同条件下の O2 電磁弁の挙動を確かめることができなか

った． 

 今後は，本実験で得た不点火の状況を参考に，今後どのような対策・改良が必要であ

るかを模索していく必要がある． 
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3.4 搭載計器(回路系) 

 

3.4.1 概要(陸打ち) 

 

陸打ちで使用した計測回路の概要は以下のとおりである． 

搭載した計測回路のシステムブロック図を図 3.4.1 に，使用した回路を図 3.4.2 図 3.4.3 に

示す． 

 

図 3.4.1 計測回路ブロック図  
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図 3.4.2 計測回路 

 

 

図 3.4.3 計測回路  

電源 

mbed LPC1768(マイコン) 
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(3軸加速度・3軸ジャイロセンサ) 
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(ログ保存用) 
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表 3.4.1 に使用したマイコン，センサ類を示す． 

表 3.4.1 使用したマイコン，センサ類 

使用用途 型番 

制御・記録 mbed LPC1768 

GPS 取得 GT723-F 

加速度・ジャイロ計測 MPU6050 

気圧・温度計測 BMP180 

 

3.4.2 計測結果・考察(陸打ち) 

 

計測回路の回収には成功し，温度，気圧，加速度，ジャイロデータの取得には成功したが，

GPS データを取得することができなかった．原因は以下の点が考えられる． 

・GPS モジュールの故障 

・回路の接触不良 

GPS モジュールの故障に関しては打ち上げ前に長時間 GPS 情報を取得しようと試みてい

たが動作が安定せず，データは飛び飛びのものであった．その後 GPS モジュールの衛星情

報を更新すると安定して衛星を捕捉するようになったため，使用していた GPS モジュール

の状態が古かったのではないかと考えられる．また，接触不良に関しては打上げ時，もし

くは機体に回路の設置時にピンがずれた事が考えられる．また，グルーで固定されていた

為，配線自体がとれたというのは考えづらく，ピンの差し込みが外れた事が予想される． 

温度，気圧，加速度，ジャイロのデータを図 3.4.4，図 3.4.5，図 3.4.6，図 3.4.7 に，ロケ

ットの飛翔高度の推移グラフを図 3.4.8 に示す． 
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図 3.4.4 取得した温度データ 

 

 

図 3.4.5 取得した気圧データ  
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図 3.4.6 取得した加速度データ 

 

上記の accel X，accel Y，accel Z はそれぞれ機体の進行方向を Z 軸とした時のそ

れぞれに対する加速度を表している． 

 

図 3.4.7 取得したジャイロデータ  
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図 3.3.7 の gyro X，gyro Y，gyro Z はそれぞれ機体の進行方向を Z 軸とした時の X，Y，Z

軸周りの角速度[°/s]を表している． 

 

 

図 3.4.8 高度の推移 

高度の算出には以下の式を用いた． 

ℎ = 153．8 × (𝑡 + 273．15) × {1 − (
𝑃

101325
)

0．1902

} 

ℎ:高度[m]             𝑡:温度[℃]              𝑃:気圧[Pa] 

 

図 3.4.6，図 3.4.7を比較し開始から 20000msから 23000ms間で大きく値が変動している．

これは分離機構が動作したためである．また図 3.4.7 より Y 軸に対する角速度の値が分離ま

での間に変動し続けていることから，機体はロール方向に振動しながら上昇していたと考

えられる． 

また，高度，加速度，ジャイロのデータを比較すると，どのデータも一定値に安定してい

ないことから，落下後のデータは取得できていないものと考えられる．原因として，打上

げ後の回路を確認した際に電源に使用していたニッケル水素充電池がケースから外れてい

たことから，落下の衝撃でニッケル水素充電池が外れ，そのことで電源が落ちたことによ

り落下直前と落下後のデータが保存されなかったものと考えられる．これを防ぐための対

策として，電源と回路をテープなどでしっかりと固定しておくことが挙げられる． 
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3.4.3 概要(海打ち) 

 

 海打ち搭載回路の概要を説明する．ロケット搭載回路では，各種データの計測を行う計

測部と，ロケットの分離を行う分離部の 2 つに分かれている．計測部と分離部のシステム

ダイアグラムを，それぞれ図 3.4.9，図 3.4.10 に示す． 

  

 

図 3.4.9 計測部のシステムダイアグラム 
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図 3.4.10 分離部のシステムダイアグラム 

 

 次に，回路構成素子の説明をする．詳細を表 3.4.2 に示す．また，回路の構造仕様を表

3.4.3 に示す． 

 

表 3.4.2 ロケット搭載回路構成素子 

ニッケル水素 

充電池 5V 
各素子への電源供給 

mbed LPC1768 

各種センサモジュールから取得したデータを基にロケットの 

軌道，高度，加速度やジャイロの計測 

内蔵クロックによる時間計測 

3 軸ジャイロ 

加速度センサ 

3 軸方向のロケットの回転を計測すると共に，3 軸加速度を計測し，ロ

ケットにかかる荷重を計測 

GPS モジュール 緯度経度による水平方向の変位を計測 

気圧センサ ロケットの高度を算出 

micro SD カード ログの保存 

 

 



46 

 

表 3.4.3 ロケット搭載回路仕様 

 

 

 

 

 分離部のしくみについて説明する．今回，ロケットは 2 回の分離を行う．1 回目は，頂点

付近でパラ FlyBack-CanSat を放出する．2 回目は，ロケットが着水後，SeaBack-CanSat

を放出する． 

1 回目の分離では，気圧センサからの高度データをもとに，頂点付近で分離する．回路的

には，サーボモータを動かすことになる．また，冗長機能として，タイマーによる強制分

離も行う．これは，ロケット発射後からの時間を計測し，シミュレーションにより算出し

た時間が経過したら強制的に分離するというものである． 

 2 回目の分離は，ロケットのノーズコーンにある DC モータを回すことで，缶サットを放

出するしくみとなっている．分離のタイミングは，タイマーを使用した．ロケット発射後

からの時間を計測し，一定時間が経過したら，DC モータを動かすというものである． 

 

 回路の防水ケースの説明をする．海打上げでは，ロケットが海水に着地するため，回路

の防水対策が不可欠である．防水ケースを図 3.4.11，図 3.4.12 に示す．真ん中をくり抜い

た円盤状のアクリル板にタッパーを差し込み，接着剤によってタッパーとアクリル板を固

定した．さらに，そのアクリル板をロケットのカプラーにナットと長ネジを用いて固定し

た．回路はこの防水ケース内に長ネジを用いて固定した． 

 

 

図 3.4.11 防水ケース鳥瞰図 

 

寸法[mm] 縦 95×横 72×高さ 70 

重量[g] 200 
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図 3.4.12 防水ケース側面図 

 

 

3.4.4 当日の運用(海打ち) 

 

回路動作の最終確認を行ったのち，用意した防水ケースに回路をとりつけた．防水ケー

スをカプラーにとりつけ，回路のスイッチを ONにした．様子を図 3.4.13 に示す． 

 

 

図 3.3.13 防水ケースをとりつけた海打ち回路 

 

回路をロケットに装填し，機体をランチャーに挿入した．その後，スタートピンをラン

チャーに固定した．様子を図 3.4.14 に示す．ロケットの発射は，スタートピンが外れるこ

とにより，回路的に検知される． 
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図 3.4.14 スタートピン固定の様子 

 

3.4.5 結果(海打ち) 

 

ロケットは分離機構が作動せず，弾道落下した．そのため，回路の回収ができなかった．

結果，データを得ることができなかった． 

 

3.4.6 考察(海打ち) 

  

分離機構が作動しなかった原因として，回路的には主に 2つ考えられる．1つ目は回路の

バッテリー不足，2つ目は回路のコネクタの接触不良である． 

 バッテリー不足に関しては，準備所にて回路を機体に挿入する時点で既にスイッチを ON

にしないといけない仕様であったこと，使用する回路とバッテリーの試験が前日までに行

えなかったことに依る．これらの改善策としては，機体の外側に LED を出して，常に電源

が ONになっているかを確認する，従来のスライド式のスイッチをやめ，スタートピンから

バッテリーを供給する，無線にてスイッチの ON/OFFを制御する方法に変える，ということ

が挙げられる． 

コネクタの接触不良については，回路の製作が直前であったため，コネクタに適した圧

着工具を所持していなかったことに依る．それについては，今後正しい工具を使い，圧着

をすることが改善策として挙げられる． 
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3.5 陸打ち搭載水ロケット 

 

 今回の実験の目的の一つである．” ハイブリッドロケットに搭載する水ロケットによる 2

段推進の実証実験”に使用する水ロケットとその発射機構の詳細を示す． 

 

3.5.1 概要 

 

図 3.5.1 に製作した水ロケット，表 3.5.1 に水ロケットの諸元を示す 

 

図 3.5.1 製作した水ロケット 

 

表 3.5.1 水ロケット諸元 

名称 値 

外径 [mm] φ90 

長さ [mm] 315 

重量 [g] 135 

 

図 3.5.1，表 3.5.1 の水ロケットを陸打ち機体に搭載し，ロケットが頂点に達する直前に

ロケットから水ロケットを射出する際の知見を得る． 
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3.5.2 放出試験 

 

水ロケットを発射するための装置を製作した．この装置を図 3.5.2 に示す． 

発射機構には防水サーボモータを使用する．図 2 において，(1)サーボモータを動かし，(2)針金

を引っぱり，発射機構を動作させる．  

 

図 3.5.2 水ロケット発射装置 

 

 製作した装置が確実に動作することを確かめる試験を行う．同時に，水ロケットが射出

後，落下分散外に落下しないように陸打ち機体と水ロケットを結ぶ紐が切れないことを確

かめる試験を行う．この紐の諸元を表 3.5.2 に示す．また，紐を水ロケットに繋いだ図を図

3.5.3 に，紐をロケット側(発射機構)に繋いだ図を図 3.5.4 に示す．紐の結び方それぞれ，ふ

た結びと呼ばれる強度が高いとされている結び方である． 

 発射試験で，実験に使用する発射装置で発射が確認できた．また，紐により水ロケット

の落下分散を適切に制限することができることを確認した． 

 

表 3.5.2 紐の諸元 

外径 [mm] Φ1.5 

素材 ポリエステル 
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図 3.5.3 紐と水ロケットの接続 

 

 

図 3.5.4 紐と発射機構の接続 
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3.5.3 結果・考察 

 

結果としては，結果として機体が頂点に達して下降し始めた直後にペットボトルロケット

が射出された．機体の慣性飛行時，慣性により水がノーズコーン方向に移動するとペット

ボトルロケットが射出されないことが懸念されたが，無事射出された．ただ，予想してい

たよりもペットボトルロケットの飛距離が少なかったので，ペットボトルから放出できた

水の量が少なかったと考えられる． 
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3.6 海打ち搭載 SeaBackCanSat 

 

3.6.1. SeaBack プロジェクト CanSat 概要 

   

3.6.1.1. 目的 

 

CanSat として初の試みとなる，海面を泳ぎ自律制御で陸上まで帰還する CanSat を

製作することを目的とする．また TOCOS の無線モジュールを搭載し，海上での通信実

証を行う． 

 

3.6.1.2. 仕様 

  

今回製作した CanSat は，ロケットの先端部分であるノーズコーンと一体化した CanSat

である．ロケットと共にロケットのパラシュートで海面に軟着陸後，海上にてロケットか

ら分離する．あらかじめ定めたゴール地点に向けて機体後部に取り付けられた 2 基のスク

リューを用いて自律制御で海面を航行する．また，搭載した無線モジュールにより，取得

した GPS データを地上局へダウンリンクし続ける．SeaBackCanSat の仕様を表 3.6.1 に

示す． 

 

表 3.6.1 SeaBackCanSat の仕様 

全長[mm] 320 

直径[mm] 160 

総重量[g] 908 
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3.6.1.3. サクセスクライテリア 

 

本プロジェクトにおいて定めたサクセスクライテリアを表 3.6.2 に示す． 

 

表 3.6.2 SeaBackCanSat サクセスクライテリア 

ミニマムサクセス 動力を用いて推進する機体を作成する 

 回路に浸水しない機体を作成する 

 回収できる機体を製作する 

フルサクセス 回路のデータ保存に成功する 

 回収に成功する 

アドバンスドサクセス 陸に自律制御して帰還する 

 動画の撮影に成功する 

 無線を用いて取得データのダウンリンクに成功する 

 

3.6.2 CanSat機体概要  

 

3.6.2.1 CanSat 機体要求仕様 

  

今回 CanSat を設計するに当たり，下記①から⑦に示す要求を満たす必要があった．各要

求とその理由について表 3.6.3 に示す． 

①機体直径が 160mm 以下である 

②FlyBack-CanSat との合計重量が 1300g 以下 

③浮力が総重量よりも大きい 

④計測回路を完全に防水する 

⑤ロケット離床時の衝撃に耐える 

⑥ロケットのパラシュート開傘時のオープニングショックに耐える 

⑦ロケット着水時の衝撃に耐える 

表 3.6.3  CanSat 機体要求 

要求事項 理由 

① ロケットに搭載するため 

② 搭載可能重量を超えないため 

③ 回収するため 

④ 計測データを確実に回収するため 

⑤ 破損した場合ロケットの安全な打上げに影響するため 

⑥ 同上 

⑦ 同上 
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3.6.2.2. CanSat 機体外観・内部構造 

 

 CanSat の外観を図 3.6.1，図 3.6.2，図 3.6.3 に示す． 

 

図 3.6.1  SeaBack-CanSat 鳥瞰図 

 

 

図 3.6.2  SeaBack-CanSat 後部 
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図 3.6.3  SeaBack-CanSat 全体図 

  

 機体の構成部品を図 3.6.4 に示す．ノーズコーンの内部は中空となっており，搭載回路お

よび防水ケースを収納できるようになっている． 

 

 

 

 

 

 

搭載回路からブラシレスモータまでの配線を図 3.6.5 に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ノーズコーン 

搭載回路 

防水ケース 

スペーサー 

ブラシレスモータ 

スクリュー 

Li-Po バッテリー 

アンプ 

制御回路 

ブラシレスモータ 

ブラシレスモータ アンプ 

図 3.6.4 機体構成部品 

図 3.6.5  SeaBack-CanSat 配線図 
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使用した部品の型番を表 3.6.4 に示す． 

 

表 3.6.4 使用物品型番一覧 

名称 型番 

Li-Po バッテリー リポバッテリーKYPOM1800ｍA 35C-70C 

アンプ SunriseModel 30A PRO SBEC 4A ESC/52A5A 

ブラシレスモータ E-MAX BL2215/25 950KV /17A12A 

 

 防水ケースの固定方法は図 3.6.6 に示す様に 2 枚のアクリル板で O-リングを挟み，8 本の

ボルトで固定する方法である．アクリル板と円筒ケースは接着剤で固定し，その上からシ

リコンシールで防水を施した． 

 

 

図 3.6.6 防水ケース固定方法 
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ノーズコーンの固定方法は図 3.6.7 に示す様にノーズコーンを 8 本のボルトで固定する． 

 

図 3.6.7 ノーズコーン固定方法 

 

 

3.6.3 各種試験 

 

3.6.3.1 衝撃試験 

 

実験目的 

ロケットの落下時の衝撃に CanSat が耐えうるか検証する． 

 

実験方法 

CanSat の試験機をロケットに装填した状態で飛び込みプールより落下させた．落下させ

る高さは，ロケットの海面着水速度(10m/s)を再現するため，飛び込みプールの 10m の高さ

から落下させた． 

 

実験結果 

 落下試験後，スクリューを固定する治具の破損が確認された．これは，治具先端に取り

付けられているモータの重さに対して治具の強度が足りなかったためであると考えられる．

治具に使用していた直径 10mm，肉厚 2ｍｍのアクリルパイプを，直径 22ｍｍ，肉厚 2ｍ

ｍのアクリルパイプに変更し強度を上げた．  
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3.6.3.2 航行試験 

 

実験目的 

 実験環境に近い環境で試験し，航行速度，姿勢，回路への浸水など総合的に判断するた

めに行う． 

 

実験方法 

 SeaBack-CanSat の試験機を水面に浮かべ，プロポーショナルシステムを用いて 2 基の

スクリューの制御を行い評価する． 

 

実験結果 

第 1 回航行試験 

日時: 2014/2/2(日) 

場所: STEP 学構内第三学群 K 棟前天の川 

試験時の様子を図 3.6.8 に示す． 

 

 

図 3.6.8  SeaBack-CanSat 試験時 

 

 

図 3.6.8 に示すように，機体前部が水面から完全に出た状態となっていたため，前進時に
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機体前部が水の抵抗を大きく受け進行方向が安定しなかった．改善方法として，機体前部

のスタイロフォームの内部を中空にして浮力を小さくする，回路等の搭載物を機体前部に

搭載し重心位置を前方にする，という対処を行った． 

 

第 2 回航行試験 

日時: 2014/3/23(日) 

場所: 東京都大島町元町港 

 波のある環境下で正常に航行できるかどうかを検証するために行った．10-30cm ほどの

波が立っている状態でも航行することが確かめられた．左右のスクリューの推力差が大き

すぎると急旋回してしまうことが確認され，制御方法を改善させる必要があることが分か

った． 

 

第 3 回航行試験 

日時: 2014/6/20(金) 

場所: 茨城県東茨城郡大洗町大洗サンビーチ 

 第 2 回航行試験では港の岸壁内部で試験を行ったため，波の高さが低かった．そのため，

より実験環境に近い環境で試験を行うこととした．30-100cm ほどの波が立っている状態で

試験を行った．波により進行方向が乱れることはあったものの，姿勢制御し航行すること

が可能であることが確かめられた． 

 

第 4 回航行試験 

日時: 2014/8/19(火) 

場所: 秋田県能代市落合浜 

 本番と同じ環境で本番機で最終動作確認を行った．先端のノーズコーンが沈むようノー

ズコーンを薄くし，浮力を小さくした．また，制御回路を搭載する位置を試験機よりも前

に搭載し，先端がより水中に沈むよう改善した．試験時のCanSatの様子を図3.6.9，図3.6.10

に示す． 
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図 3.6.9 試験時 SeaBack-CanSat① 

 

 

図 3.6.10 試験時 SeaBack-CanSat② 
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3.6.3.3 無線通信試験 

 

実験目的 

 水上の CanSat と地上局との通信可能距離を確認する． 

 

実験方法 

 図 3.6.11 に示すように，波打ち際から 30ｍほどの距離に受信局である地上局を設置した． 

 

 

図 3.6.11 地上局と CanSat の関係 

 

CanSat 側には取得した GPS データを送信する送信機を搭載した．CanSat と受信局と

の距離を①地点から②地点に向かって次第に離し，通信が可能であるかを検証した． 

 

実験結果 

日時: 2014/6/20(金) 

場所: 茨城県東茨城郡大洗町大洗サンビーチ 

 直線距離で約 300ｍまで地上局と CanSat の距離を離した．今回の実験中常時通信ができ

ていたことから距離約 300ｍまでは陸上と水面で通信できることが確認できた． 

 

  

地上局 

CanSat 

30ｍ 

① 

② 
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3.6.4 運用結果 

 

3.6.4.1 打上げ実験当日の運用手順 

  

当日の運用手順を表 3.6.5 に示す． 

 

表 3.6.5 運用手順書 

事前のチェック項目(前日 8/20 15:00 までに) 

☑ 項目 備考 

□ リポバッテリーの充電確認 2 セルのものを充電 

□ 予備物品の確認 アクリルパーツ 

□ ブラシレスモータに油をさす  

□ 物品の破損がないことを確認する  

□ 物品表との照合  

□ 無線モジュールの通信試験  

□ 防水ケースの水密性の確認  

□ 接着部の確認  

□ カメラのバッテリー確認  

宿での作業 

物品確認 

□ 物品の確認  

□ アクリルパーツを磨く  

□ バッテリーの充電確認  

機体後部の組み立て 

□ モータに油をさす  

□ スクリューの固定を確認  

□ 無線モジュールアンテナの取り付け  

□ アクリルパーツを取り付ける  

□ 分離機構を取り付ける  

□ 長ねじを使ってアクリルパーツを機体に固

定する 

 

防水ケースの取り付け 

□ O リングの汚れを取り除く  

□ 回路と外付けアンテナを接続する  

□ 回路を台に固定する  
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□ 回路をケースに収納する  

□ O リング接地部に汚れがないことを再度確

認する 

 

□ ケースと機体をねじで固定する  

□ O リングを再度確認する  

待避所にて 

無線モジュールとの通信試験 

□ 地上局と通信できていることを確認する  

ノーズコーンの取り付け 

□ ねじでノーズコーンと機体を固定する  

 

当日はトラブルによりシーケンスに遅れが生じたため，すべての手順を終了後に一度ノ

ーズコーン及び防水ケースを外し，回路の電源を落とした．再び「防水ケースの取り付け」

から「ノーズコーンの取り付け」までの手順をおこなった． 
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3.6.4.2 実験結果 

 

 ロケットが弾道落下し，ロケット機体前部が全損したため，SeaBack-CanSat は全損し

た．よって，搭載回路が回収できなかったため，制御履歴を回収することができなかった． 

機体も回収することができなかった． 

 

3.6.5 SeaBackCanSat プロジェクト評価 

 

3.6.5.1 サクセスクライテリア達成状況 

 

 今回の打上げ実験でのサクセスクライテリアの評価を表 3.6.6 に示す． 

 

表 3.6.6 サクセスクライテリアの評価 

ミニマムサクセス 動力を用いて推進する機体を作成する ○ 

 回路に浸水しない機体を作成する ○ 

 回収できる機体を製作する ○ 

フルサクセス 回路のデータ保存に成功する × 

 回収に成功する × 

アドバンスドサクセス 陸に自律制御して帰還する × 

 動画の撮影に成功する × 

 無線を用いて取得データのダウンリンクに成功する ○ 

 

3.6.5.2 今後の課題・展望 

 今回の打ち上げ実験では、ロケットが弾道落下してしまったため、SeaBack-CanSat の

実験を行うことができなかった。 

 しかし、試験時には動作の確認ができていたため技術的な実証はできたと考える。また、

シリコンシールと O-リングを用いた防水機構について技術的に立証できると考えている。 
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3.7 海打ち搭載 FlyBack-CanSat 

 

本年度の能代宇宙イベントに於いて，衛星班は海打ち型ロケット搭載型実験用 CanSat の

製作を行った．  

 

3.7.1 CanSat 概要 

 

3.7.1.1 目的 

 

海打ち型ロケット搭載の CanSat として初の動力付き FlyBack-CanSat であるため，以下

のことを本 CanSat の目的とする． 

 

(1)自団体で設けた安全審査基準に則って CanSat を安全に運用する 

(2)ロケットからの分離及びパラフォイルを展開，制御して目標地点へ到達  

(3)映像記録の取得  

 

3.7.1.2 仕様 

今回製作した CanSat の機体はロケットから分離後，目的地へと飛行して到達することを

目標とした機体である．  

ペイロードはフライバック型の CanSat を搭載する．本 CanSat は構体とパラフォイル，

モータ，プロペラ，バッテリー，サーボモータ，各種センサ等から構成される． 

パラフォイルとは風によって展開し，翼型を形成する柔軟翼のことである． 

本 CanSat はロケット打ち上げ後，パラシュートと同時に分離し，そこから自律制御を行

い，陸上に設定した場所へと向かう．目標到達地点は射点の南にある砂浜とする． 

制御はパラフォイルの後部につけられたコントロールラインを左右一本ずつにまとめて

サーボモータで巻き取ることによって行う．コントロールラインを左右同時に引くことに

よって，パラフォイルに進行方向に対するブレーキをかける．そしてモータを止め，推力

を無くす．この 2 点を行うことでブレーキ制御を行う．ブレーキ制御によって，CanSat の

停止，安全管理を行う．これらの制御は GPS による位置情報や 3 軸ジャイロ・加速度セン

サによる姿勢情報をもとに行う．機体概要を図 3.7.1 に，使用したプロペラを図 3.7.2 に示

す．  
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図 3.7.1 機体概要 

 

図 3.7.2 使用したプロペラ 

 

 製作した CanSat の仕様を表 3.7.1，表 3.7.2 に示す． 
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表 3.7.1 FlyBack-CanSat の機体の仕様 

形状 円筒形 

重量[g] 400 

直径[mm]×高さ[mm] 90×240 

プロペラの直径[mm] 100 

 

表 3.7.1 パラフォイルの仕様 

形状 長方形 

翼型 Clark-Y 

アスペクト比 2．97 

翼長[mm] 1350 

翼弦長[mm] 455 

翼面積[m^2] 0．614 

 

3.7.1.3 サクセスクライテリア 

 

衛星班が定めたサクセスクライテリアを表 3.7.3 に示す．  

 

表 3.7.2 FlyBack-CanSat のサクセスクライテリア 

Success criteria ミッション 

Minimum success 展開し，飛行できる機体を製作する 

安全基準を満たした回収できる機体を製作する 

Full success 展開し，滑空に成功する 

各種取得データ最低でも一行分のダウンリンクに成功する 

機体の回収に成功する 

Advanced success 陸に自律制御して帰還する 

動画の撮影に成功する 
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3.7.2 CanSat機体 

 

3.7.2.1 機体考案 

 ここでは能代宇宙イベントに参加した際にどのようにして機体を製作していったのか，

それまでの経緯について説明する． 

今回のイベントに向けて製作した機体はあらかじめミッションを定めそのミッションを

クリアできる機体を製作した．ミッションは「3.7.1.3 サクセスクライテリア」に示した

通りである．本番機に搭載する機構が実装に適しているかを適宜試験しその可否を検証し

ながら製作を進めていった．  

 

 

3.7.2.2 試験機及び本番機概要 

試作 1 号パラフォイルは翼面積が小さく，目標とする重量を搭載して飛ぶことが不可能

であったため，試作 2 号では翼面積を約 2 倍以上にした． 

試作 1 号ではラインのつなぎ目を紐と紐を直接結んでいたが，直接結ぶと製作に時間が

かかる上に，一度絡まると直すのに手間がかかりすぎた．そこで，試作 2 号機では紐と紐

のつなぎ目にワッシャーを挟むことで，製作にかかる手間を大幅に削減することに成功し

た．しかし，ワッシャーを用いたことで，展開時にワッシャー同士がひっかかってしまい

展開に一度も成功しなかった．そこで，本番機では紐と紐のつなぎ目にはワッシャーでは

なく，パラフォイルに用いた生地で輪を作り，ワッシャーの代わりとして用いた．生地に

による輪を使用することで，ワッシャー同士のひっかかりは解消した． 

試作 2 号パラフォイルにおいて，飛行試験で十分な飛行性能を有していることが分かっ

たので，本番用パラフォイルの大きさは試作 2 号パラフォイルの大きさをそのまま採用し

た． 

試作 1 号パラフォイルと試作 2 号パラフォイルの仕様を表 3.7.4，表 3.7.5 に，実際に製

作したものを図 3.7.3，図 3.7.4 に示す．また実際に製作した機体を図 3.7.5，図 3.7.6，図

3.7.7 に示す． 

表 3.7.4 試作 1 号パラフォイルの仕様 

形状 長方形 

翼型 Clark-Y 

アスペクト比 3.4 

翼長[mm] 900 

翼弦長[mm] 265 

翼面積[m^2] 0．239 
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図 3.7.1 実際に製作したパラフォイル試作 1 号機 

 

 

表 3.7.3 試作 2 号パラフォイルの仕様 

形状 長方形 

翼型 Clark-Y 

アスペクト比 2．97 

翼長[mm] 1350 

翼弦長[mm] 455 

翼面積[m^2] 0．614 

  

265mm 

900mm 



71 

 

図 3.7.2 実際に製作したパラフォイル試作 2 号機 

 

 

図 3.7.3 実際に製作した機体内部の正面図  

455mm 

1350mm 
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図 3.7.4 実際に製作した機体の背面図 

 

図 3.7.5 実際に製作した機体の外観(ノーズコーン未装着) 

 

  



73 

3.7.3 各種試験 

 試作２号パラフォイルにおいて展開試験，飛行試験，強制停止時飛行試験，強制停止

機構動作試験を行った．以下の項目ではそれぞれの試験における目的，評価方法，結果

を記述する． 

 

3.7.3.1 展開試験 

・目的 

ロケットから放出されるパラフォイルは折りたたんだ状態で収納されているためパラ

フォイルは放出後自力で展開しなくてはならない．そのため展開試験では折りたたんだ

状態でパラフォイルを放出して展開するかを確認することを目的とする． 

 

・評価方法 

約 10m の高さから折りたたんだパラフォイルを投下し，落下するまでの間に展開する

かどうかを動画と目視により確認する． 

・結果 

 数回試験を行ったが，いずれにおいてもパラフォイルは展開することがなかった．ま

ったく展開する素振りを見せない自由落下も見られたが，畳み方によっては高度がもっ

と高ければ展開したのではないかと思われるものも見られた．試験の結果からパラフォ

イルを格納する際に最も成功する確率が高そうな畳み方は，ジャバラ折であると考えた． 

 

3.7.3.2 飛行試験 

・目的 

 展開されたパラフォイルがどの程度の時間滞空しており，また進行方向に対してどれ

ほどの距離を進めるのか測定することを目的とする． 

 

・評価方法 

約 10m の高さから機体と同じ重さの重りを搭載したパラフォイルを展開した状態で投

下し，その時の様子を動画と目視により確認する．また投下地点から落下地点までの距

離を測定する． 

 

・結果 

 モータを回さないで行った試験について記述する．重りの重心位置や紐の長さによっ
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て左右どちらかに対して進行方向が偏ってしまうことはあったが，それらの要因を調整

すると概ね直進した．飛距離は幾度かの改良を重ねた結果，約 10m の高さからの投下

に対して 10m ほど前方に進むことが分かった．滞空時間は約 3 秒から 5 秒ほどの間で

あった．このこととロケットの到達予想高度と海岸からの水平距離を考えると，パラフ

ォイル試作 2 号機は十分目標地点に帰ってくる能力があるものと考えられる． 

 またモータを回して行った試験においても結果は上述のものと大きな違いはなかった．

これは機体が推力を受けることで振動し，パラフォイルの飛行性能に悪影響を及ぼした

のではないかと考えられる． 

 

3.7.3.3 強制停止時飛行試験 

・目的 

風が強く吹いた場合，風に流されてCanSatがGSEや人等に衝突してしまわないよう，

定めたある一定のラインを越えた時にパラフォイルの紐を焼き切って機体を強制的に

自由落下させる機構を考えた．この試験では，パラフォイルの紐が焼き切れた状態で落

下させた際の落下速度を測定することで落下分散を求め，安全範囲を求めることを目的

とする． 

 

・評価方法 

約 10m の高さから機体と同じ重さの重りを，パラフォイルの紐をほどき，焼き切れ

た状態と同じ状態のパラフォイルに付け，投下し，ストップウォッチを用いてその時の

落下時間を何度か測定して，最も落下時間の短かったものを用いて落下分散を求めた． 

 

・結果 

 試験はブレーキ制御の状態で 5回行い，5回中最も落下時間の短かったものとして 1.52[s]

を採用する． 

 その試験結果から計算した結果，安全範囲の 40[m]手前で強制停止機構を作動させれば安

全が確保できることが分かった． 

 

3.7.3.4 強制停止機構動作試験 

・目的 

GSE や人等に CanSat が衝突してしまわないよう，安全範囲に侵入した時にパラフォ

イルの紐を焼き切って機体を強制的に自由落下させる機構を考えた．この試験では強制

停止機構がパラフォイルの紐を焼き切ることができるのかを確かめることを目的とす

る． 
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・評価方法 

抵抗に大きな電流を流すことで熱を発生させる電熱線を製作し，その電熱線にパラフ

ォイルの紐を巻きつけてから電流を流し，紐が焼き切れていることを確認した． 

 

・結果 

 同じ回路を用いて連続して何度か行った試験において，全て紐が焼き切れていること

が確認できた． 
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3.7.4 反省と考察 

 海打ち上げ後に回収した機体を図 3.7.8 に示す． 

 

図 3.7.6 回収後の機体 

 

今回の海打ち上げではロケットの分離機構が動作せず，FlyBack-CanSat は放出されるこ

となくロケットとともに海に落下してしまった．そのため今回の海打ち上げにおいてはこ

の機体が本当に放出後展開し，目標地点へ向かって飛行することができたのかも確認する

ことはできなかった．そして今回の海打ちロケットの分離機構が動作しなかった理由はバ

ッテリー切れである可能性が高く，バッテリー切れになった要因の一つとして

FlyBack-CanSat のロケットへの積み込みの遅延があるということは重く受け止めるべき

ことだと思った．作業が直前まで間延びしてしまい，そのため十分な運用の確認ができな

かったことが積み込み遅延の最大の原因である．次回 CanSat を製作するときにはもっと十

分に余裕のある製作スケジュールを立て，当日の運用の確認を徹底させるべきだと考えた． 

  



77 

3.8 CanSat の回路と地上局 

 

3.8.1 SeaBack-CanSat回路概要 

  

SeaBack-CanSat 制御用回路について記述する．本回路はロケットが着水後，ロケット

から CanSat が分離してから，砂浜に向けて動作させる機能を有する．回路には 9 軸 IMU

センサ（MPU-9150），GPS センサ（GT-723F）を搭載し，CanSat の現在地を含む各種

状況を SD カードに記録することができる．また，現在地と目的地の関係から進むべき方向

を計算し，SeaBack-CanSat のモータの制御を行う．処理用のマイコンとして TWE-Strong

を使用し，GPS で取得したデータを地上局に送信する．ブロック図を図 3.8.1 に示す． 

 

  

図 3.8.1  SeaBack-CanSat 制御回路ブロック図 
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3.8.2 FlyBack-CanSat回路概要 

 

 FlyBack-CanSat 制御用回路について記述する．本回路は，ロケットから CanSat が分離

してから，砂浜に向けて動作させる機能を有する．また，非常時には CanSat を緊急停止さ

せる機能を有する．回路には 9 軸 IMU センサ（MPU-9150），GPS センサ（GT-723F）

を搭載し，CanSat の現在地を含む各種状況を SD カードに記録することができる．また，

現在地と目的地の関係から進むべき方向を計算し，SeaBack-CanSat のモータの制御を行

う．処理用のマイコンとして TWE-Strong を使用し，GPS で取得したデータを地上局に送

信する．ブロック図を図 3.4.16 に示す． 

 

 

3.8.3 地上局概要 

  

今回，CanSat からの信号を受信・もしくはコマンドを CanSat に送信するため，地上局

を設置した．TWE-Strong と PC を UART で接続した．TWE-Strong は CanSat からの信

号を解析し，その結果を PC へ送信した．PC では Teraterm 上でそのデータを確認した．

また，Teraterm 上でキー入力することで，キーに対応したコマンドを CanSat に送信でき

るようにした．通信距離を確保するため，アンテナの位置を約 3[m]に設置した．その外観

を図 3.8.3 に示す． 

図 3.8.2 FlyBack-CanSat 制御回路ブロック 
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3.8.4 当日の運用 

 

3.8.4.1  SeaBack-CanSat 

 

 SeaBack-CanSat については，運用に問題はなかった．CanSat 内部に回路収納後，地上

局との通信は正常に行われ，コマンドによる動作確認も正常であった． 

 

3.8.4.2 Flyback-CanSat 

 

 CanSat 内部に回路を収納する際に，パラフォイルの一部を切り離すための配線の露出部

分が回路の一部と短絡する事故が起きた．その際にGPSセンサとTWE-Strongが故障した．

そのため，回路・配線の露出部分をビニールテープで絶縁し，GPS センサと TWE-Strong

を交換した．その後 CanSat 内部に回路を収納し，通信の正常性・コマンドによる動作確認

を行った． 

 

図 3.8.3 地上局外観 
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3.8.5 打ち上げ結果 

 

 今回，ロケットは分離に失敗したが，ロケットが着水する直前まで TWE-Strong による

無線通信のデータを受信することができた．ただし，今回は人為的ミスにより受信したデ

ータの保存に失敗した． 
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4．今後の課題と展望 

 

 今回の打上げ実験の目的は以下の 3 点であった． 

1) 新たに設計製作した機体の運用実験 

2) 海打ちロケットに搭載する CanSat2 機の放出実験 

3) ハイブリッドロケットに搭載する水ロケットによる 2 段推進の実証実験 

 

以上の 3 点について考察する． 

 最初の，新たに設計製作した機体の運用実験に関しては，陸打ち，海打ち，ともに安定

して飛翔している様子が確認できた．しかし，海打ち機体は分離機構が動作せず，機体の

エンジン部分しか回収できなかったので，機体に最も負荷がかかるオープンニングショッ

ク時の機体の挙動を確認することができなかった． 

 今回の実験する機体への STEP 初となる CFRP パイプの導入に伴い，加工等で課題が発

生した．今後の STEP の機体の選択肢に CFRP を入れることは今後の機体の発想の幅を広

げるためにも必要になるので，課題の達成は不可欠であると考えている． 

 2 点目の海打ちロケットに搭載する CanSat2 機の放出に関しては，前述したとおり，分

離に失敗したために放出することはできなかった．分離が成功しなかった理由として，回

路の電源がもたなかったことが考えられる．分離の電源は機体に搭載後，外部で確認はし

ていなかったので確かなことはわからないが，昨年度の打上げ実験で 2 回成功した実績の

ある機構であり，分離試験でも一度の失敗もないことを考えると電源が切れていたことが

分離失敗の理由として最有力である．3.4.6 節に記したように，バッテリー不足に関しては，

準備所にて回路を機体に挿入する時点で既にスイッチを ONにしないといけない仕様であっ

たこと，使用する回路とバッテリーの試験が前日までに行えなかったことが技術的観点の

原因である．フライト直前まで機体外部より機体内部へ電源を供給するシステムがあれば

様々な場合に適応することができると考える． 

3 点目の，回路の電源がもたなかったことは STEP のヒューマンエラーや不点火による打

上げ時間の大幅なズレ・遅延に起因しこれらの原因にはマネジメント的な問題が存在する．

第 10 回能代宇宙イベントでは CanSat2 機を搭載する初の実験ということで，言うまでも

なく実験までに要する工程が例年以上に多かった．しかし，スケジューリングが甘く，余

裕をもって組んだスケジュールも結局イベント直前まで作業することになった．来年以降

は今年の経験を活かし，STEP 全体で現実性のあるスケジュールを組む必要がある．そのた

めにも，今後，STEP としてどのような方向へ進んでいくのかを共有し，意識的な改革が必

要である． 

 最後の，ハイブリッドロケットに搭載する水ロケットによる 2 段推進の実証実験は 

陸打ちの機体が頂点に達する直前に機体先端に搭載されたペットボトル水ロケットを射出
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するものであった．結果は前述したとおり，無事に射出することができた．水ロケットで

はなく，ハイブリッドエンジン等のより推力を得ることのできるものを搭載することで，

より有意義な実験を行うことができると考える． 

 目的全体の総括としては，今年注力していた CanSat2 機の放出ができず課題の残る結果

となった． 

 今後の課題として，海打ちのオンタイム打上げと打上げ失敗の修正の 2 点を挙げる． 

 STEP は今年の能代宇宙イベントで 2 回目の海打ち実験となったが，今年も昨年同様 X

を遅延しての打上げとなってしまった．来年こそは万全の準備を行い海打ちのオンタイム

打上げを実現したい． 

今年の海打上げで STEP では久しく起きていなかった分離失敗が起こってしまった． 

この修正は急務である．しかし，分離失敗の原因とその解決策の目処は立っているので，

今からどう修正していくか検討していく．来年以降もこの失敗に臆することなくチャレン

ジングなミッションを行っていきたい． 
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5．その他 

  

図 5.1 に弾道落下してしまった機体とメンバーの集合写真を示す． 

 

図 5.1 海打ち機体とメンバーの集合写真 
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