令和 4 年 3 月 3 日

報道関係者，実験支援者向け
鹿児島ロケット３号機 ユピテル号
打上げ実験 安全教育資料

主催

： 鹿児島ハイブリッドロケット研究会
肝 付 町
問合せ ： 鹿児島大学大学院理工学研究科
地域コトづくりセンター 事務局
Tel : 099-285-7689
e-mail : kotozukuri@gm.kagoshima-u.ac.jp

1. はじめに
この安全教育は，鹿児島ロケット 3 号機ユピテル号の打上げ実験を取材される報道機関の方々，及び
打上げ実験を支援してくださる方々向けに安全上の注意事項をご説明する講習です．報道機関の方々に
は取材時の注意事項もございますので，ご理解の上，取材をお願いいたします．打上げ実験は限られた
人員で実施しますので，取材対応の時間を除いて個別対応はできませんのでご了承ください．打上げ実
験当日の行動は交通警備員の指示に従ってください．

2. 打上げ日程
(1) 打上げ日

令和 4 年 3 月 16 日（水）13：00～17：00

(2) 予備日

令和 4 年 3 月 17 日（木）～ 3 月 19 日（土）

(3) 打上げ場所

肝付町辺塚海岸

3. 機体概要
表 1 に機体の主要緒元を示します．外形寸法は 2 号機とほぼ同じですが，液体酸素を加圧するヘリウ
ムガスの圧力の調整により計画到達高度 1.5km としています．
表1

機体の主要緒元

全長

2.6 m

直径

140 mm

燃料

アクリル，パラフィンワックス

酸化剤

液体酸素

酸化剤の加圧ガス

ヘリウム

質量

18 kg（微調整の可能性あり）

推力

定格 75 kgf

計画到達高度

1.5 km
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4. 射点概要
図 1 に辺塚海岸の周辺地図を示します．C 地点から南側は打上げ日の 4：00 から 17：00 まで通行を制
限します（許可車両と地元車両以外は C 地点以南への乗入れを禁止します）．

図1

辺塚海岸周辺地図（車両の U ターン場所は E，G 地点）

図 2 に射点全体図を示します．報道関係者に打上げを見学していただく場所は G 地点です．計画到達
高度が高くなったことに伴い，安全上の配慮から，見学位置が 2 号機打上げ実験時より遠方になってい
ます．実験隊以外の方は，打上げ日の 13：00（予定）から G 地点に退避していただきます．発射点から
離床した機体は，海上の半径 550 m の円内に着水させる計画です．着水後，回収・警戒船により機体を
回収し，機体は船間漁港に曳航します．

図2

射点全体図
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5. 打上げ時の見学場所 （G 地点）
図 3（a），
（b）に打上げ時の見学場所を示します．
(1) 水色は見学エリアです．招待者の椅子を並べます．椅子の後ろが，その他の方の見学エリアです．
(2) 代表報道 3 社は図 3（b）中の水色エリア内で撮影していただけます．
(3) 全ての報道機関は図 3（b）中の黄色エリア内で 1 社カメラ 1 台，2 名まで撮影が可能です．仮設ス
テージを設置予定です．機体の飛行を撮影しないカメラの追加については，地域コトづくりセンタ
ー事務局に個別依頼してください．
(4) 車両の通行用に道路は片側を空けますので，道路上に脚立を立てないでください．
(5) 計画通り飛行した場合，G 地点で発射音が聞こえるのは発射から 4～5 秒後です．

G 地点
射点方向

（a）G 地点全体図

（b）G 地点内の見学場所
図3

打上げ時の見学場所
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6. 打上全体スケジュール （標準行程）
（1）打上げ日は 3 月 16 日（水），予備日は 3 月 17 日（木）～ 3 月 19 日（土）です．
（2）打上げ日等の変更が決まった場合，下記のサイトで告知します．
■地域コトづくりセンターHP（3 月 11 日（金）まで）
https://kotozukuri.eng.kagoshima-u.ac.jp/top/
■Team KROX 公式ツイッター（打上げ日まで発信）
https://twitter.com/kroxteam
■肝付町役場 HP（平日のみの更新）
https://kimotsuki-town.jp/
（3）当初想定していなかった事象が発生した場合，安全教育を申し込まれた方宛に地域コトづくりセ
ンターから電子メールでお知らせします．
（4）表 2 に作業行程の目安を示します．当日の進捗状況で予定時間が前後する可能性があります．
（5）取材対応の時間以外の実験隊への取材は禁止します．
表2
予定日
3月14日（月）

標準行程

時間の目安
13：00～17：30

内容
・準備作業

報道陣の活動・待機場所等
交通警備員も報道対応者もいませ

【準備作業】

んので，取材対応はできません．

3月15日（火）

9：30～12：00

・実験準備

12:30～E 地点に車両乗入可

【リハーサル】

13：10～13：30

・取材対応

指令所（車両乗入不可）

13：40～ﾘﾊｰｻﾙ終了

・報道陣見学

図4の指定エリア内

3月16日（水）

4：00 ～17：00

・一般車両通行止め

C 地点以南

【打上げ】

9：30～

C 地点で車両停車（交通警備班員の
指示により順次乗入れ）

10：00～11：15

・報道陣見学，カメラ設置

図4の指定エリア内

12：15～12：40

・招待者見学

図4の指定エリア内

12：30

・辺塚居住者退避

13：00

・G地点へ退避

13：15

・液体酸素搬入

13：30

・液体酸素注入開始
・5分前からｽﾏﾎ電源OFF

14：30～17：00

G 地点

・20秒前からｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝ
・発射
・安全確認後，退避解除

移動許可の指示後，車両移動

・取材対応

指令所

・撤収作業
3月17日（木）

9：30～14：00

・撤収作業

【撤収作業】
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7. 打上げ日の射点近傍における定点カメラ設置（図 4 参照）
(1) 打上げ日の 10：00～11：15 に，図 4 の指定エリア内に定点カメラを 1 社 1 台設置可能です．この
時間以外のカメラ設置はできません．撮影も可能ですが，取材は不可です．
(2) 指令室から射点へケーブルを埋設します．その海側に杭を打込みますので，杭から 1ｍ以内に近づ
かないでください．
(3) 設置後にカメラが転倒しても対応いたしません．強風が吹く可能性がありますので，ペグなどを使
用して三脚を固定されることをお勧めします．
(4) 打上げ日には，まず E 地点まで車で来ていただき，E 地点より西側に駐車していただきます．10：
00～11：15 の撮影と定点カメラ設置が終了しましたら車で G 地点に戻ってください．海岸に定点カ
メラを設置されない場合，最初から G 地点に駐車してください．
(5) バッテリー駆動のカメラのみ設置可能です．11：15 以降のバッテリー交換はできません．
(6) 電波を使用した撮影は，打上げに深刻な影響を及ぼしますので固く禁止します．音や光に反応する
センサーは使用可能です．
(7) ドローン等の無人航空機による撮影は禁止します（主催者のドローンを除く）．
(8) 設置したカメラの損傷，紛失については責任を負いません．各社の責任で設置してください．
(9) 主催者がインターネット中継を依頼している撮影者は，図 4 の立入可能エリア以南にも入ります．
（10）カメラの回収は，総員退避解除のアナウンス後に交通警備班長からご案内します．

図4

射点近傍図（見学時と取材時の立入可能エリア）
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8. 注意事項
(1) 新型コロナウイルス対策として，以下の事項を守ってください．
a）3/8から取材日の朝まで体温の記録をつけてください．平熱よりも高温になった方や，体調不良
になった方は当日の取材をご遠慮いただき，取材申込書に署名された別の方に代理をご依頼くださ
い．
b）自社で消毒液をお持ちいただき，定期的に手を消毒してください．
c）現地ではマスク等を着用してください．
d）現地で密にならないようご注意ください．
(2) 取材時の注意事項を以下に示します．
a）自社の腕章をつけてください．
b）実験隊への取材は表2に示した「取材対応」の時間のみです．それ以外の時間は取材禁止です．
c）取材と見学は，図4に示した「立入可能エリア」内で行う事とします．
d）実験隊員と機体の安全確保のため，実験隊員と機体から2ｍ以内にマイクやカメラを近づける
ことを禁止します．
e）ケーブルの埋設位置を示す杭から1ｍ以内に近づくことを禁止します．
f）指令所の指令室（プレハブ）内への立入りを禁止します．
g）辺塚海岸周辺の民家敷地内に立入らないでください．
(3) 実験隊及び実験支援員の指示に従う事とします．
(4) 打上げ5分前になりましたらG地点の支援員がその旨案内します．スマートフォン等の携帯端末は電
源を切るか機内モードに設定してください（電波を発する他の機器も同様）．飛行中のロケットは
微弱な電波により地上にデータを送信しますが，これを受信するのに支障があるためです．
(5) カウントダウンは指令室で打上げ20秒前から行います．ただし，無線でのカウントダウンの発信は
5秒前で切ります．ロケットからの微弱な電波の受信を妨げないようにするためです．
(6) 取材担当者は自社のヘルメットを被り，迅速な行動ができる服・靴を着用する事とします．
(7) ロケットは想定していない軌道を描いて飛行する可能性もゼロではありません．打上げ時はロケッ
トの飛行軌道を注視し，必要に応じて退避行動をとってください．
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9. 打上げ判断
表3

打上げ判断日時

段階

判断日

時間帯

着目因子

1

3 月 2 日（水）

9:00

天候，コロナ禍

実施か中止かを判断

2

3 月 9 日（水）

9:00

天候，コロナ禍

打上げ日と予備日を判断

3

打上げ日の前日

午後

天候，コロナ禍

翌日に打上げ可能かどうかを判断

9:00

天候，保安

警戒・回収船が出港可能か

13:00

天候，保安

天候，保安の Go 条件を満足しているか

Go 条件

Go 条件を全て満足しているか

4
5

打上げ日

6

打上 15 分前

表4
判断条件

系統

天候

機体系

降雨量
濃霧，煙

地上保安

打上げ判断基準

事項
風速

人員の退避

判断内容

Go 条件
地上での 10 分平均値風速が 5m/s 以下である事
降雨量 3mm/h（弱い雨）程度以下である事
濃霧や煙がなく，十分な視界が確保できている事
辺塚住民の方々が退避された事
警戒区域内に実験隊員以外の人員の立入りがない事

保安

海上保安

警戒・回収船の出港

船舶等の有無

打上げ時刻

上空保安

飛行物体の有無

時間

打上げ時刻

警戒・回収船が出港可能な事
湾内に一般船舶，釣り客がない事
湾内上空に飛行物体がない事（除く空撮用ドローン）
13：00～17:00 に打上げ可能である事
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10. 打上げの現地取材申し込み
(1) 打上げ実験を取材予定の方は（安全教育に出席された方も，出席されなかった方も）別紙1の取材
申込書に直筆にてご署名ください．
(2) ご署名後，スキャンした電子ファイルを ３ 月 ９ 日 （ 水 ） 17： 0 0 までに地域コトづくりセンター
橘宛に電子メールにて送信してください．
(3) 安全教育に出席されなかった方は，オンデマンド動画を視聴していただきます．動画のリンク先は
別途ご連絡します．打上げ実験の取材に来られる方は，上記（1）の署名をもって安全教育の内容
を十分に理解した事を示す意思表示といたします．

11. 打上げ日の G 地点 への駐車方法など（図 1 参照）
(1) 朝 9：30 から C 地点に車を乗入れ可能です．限られた人数で交通整理を行いますので，9：30 以前
に乗入れないでください．C 地点で一時停車していただき，交通警備班員の指示で指定場所へ乗入
れてください．
(2) C 地点で「乗入許可証」を配布します（支援者の一部には事前配布あり）．フロントガラスの見え
る位置に掲示してください．
(3) 車列の並びは交通警備班員の指示に従ってください．
(4) 打上げ後に取材される方は，総員退避が解除されても，機体が辺塚海岸に戻るまで，そのまま待機
してください．機体を乗せた車が E 地点に戻りましたら，交通警備班長から指示がありますので，
車を E～D 地点に移動させてください．その後，指令所で取材対応いたします．
(5) 打上げ後にそのまま帰社される方は，交通警備班長から車両の移動許可があるまで G 地点でそのま
まお待ちください．

12. 映像の受け渡し
実験隊が撮影した映像や画像は，打上げから 1 週間後を目途に指定したリンク先からダウンロードし
ていただく形でご提供したいと考えています．

13. その他
(1) 辺塚海岸上空の風向・風速の観測のために，リハーサル日と打上げ日に大型の風船を各 2 回放球予
定です．この風船は天然素材製であり，上空 8km 程度で破裂して海上または地上に落下した後は生
物分解されます．
(2) 回収船が着水地点を特定しやすくするため，無害な海面着色剤を機体に搭載しています．機体が着
水した周辺は緑色になります．
(3) ゴミ箱は設置しません．各自でお持ち帰りください．

8

別紙 1
鹿児島大学大学院理工学研究科
地域コトづくりセンター
事務局

橘様

e-mail : kotozukuri@gm.kagoshima-u.ac.jp

鹿児島ロケット３号機ユピテル号
打上げ実験

取材申込書
令和４年３月

日

下記事項を了承の上，取材を申し込みます．
－ 記 －

(1) 鹿児島ロケット3号機ユピテル号の安全教育資料の「8. 注意事項」に書かれた事柄を遵守する事
(2) ロケット技術に関する秘密保持の必要があると判断される場合は取材制限をする事が有り得る事
(3) 取材中の機材の破損及び取材者の身体の補償については，自己責任で処置する事
(4) 現地に乗入れる車両は１社につき１台とし，乗入許可証（コピー不可）を表示する事

打上げ実験を取材予定の方で，令和４年３月３日に鹿児島大学で行われた安全教育に出席されなかっ
た方は，動画（詳細は別途ご連絡します）を視聴のうえ，下表に直筆にてご署名ください．安全教育に
出席された方も出席されなかった方も，下表への署名をもって内容を十分に理解した事を示す意思表示
といたします．

報道機関名
取材担当者（直筆で記入）
役

職

氏

名

担当業務
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