
2010年度 UNISON体制

UNISON代表 【学生理事】

梯友哉（慶應大） 神保明菜（東海大）

【代表】 和田豊先生/ 柿崎友華子（秋田大）

能代運営WG

ARLISS運営WG

広報・WEB WG

交流会WG

【代表】 川村尚史（東海大）/ 春木美鈴(横国大)

ワークショップWG
【代表】 野本隆太（香川大）

地上局WG
【代表】 三川祥典（東大）/ 米山明里（東北大）

ロケットWG
【代表】 井上真求（和歌山大）

ロケット衛星WG
【代表】 石黒隆史（東海大）/ 瀬戸裕基（九大）

安全管理WG
【代表】 福西瑛司（大阪府大）

衛星WG
【代表】 田中康平（大阪府大） 【代表】 土岐周平（首都大）・山田皓司（理科大）

須藤雄哉（慶應大）

【代表】 横田一毅（九大）/ 中澤賢人（電通大）

※発表順・時間は実施内容によって異なります。



WG支援金

• 目的
– 「UNISONプロジェクト」と異なり定常的な活動を支援し、
各WG内における活動を自由にすることで、活動を活性化させる

• 昨日「UNISON代表者会議」にて採択
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WG 支援金（案） 会議旅費 学会旅費 部品代等 アウトリーチ 謝金 イベント
ロケット 80,000¥              -¥             -¥             80,000¥     -¥             -¥             -¥             
GSN 70,000¥              20,000¥     -¥             50,000¥     -¥             -¥             -¥             
安全管理 40,000¥              40,000¥     -¥             -¥             -¥             -¥             -¥             
ロケット衛星 20,000¥              20,000¥     -¥             -¥             -¥             -¥             -¥             
ARLISS 60,000¥              20,000¥     -¥             40,000¥     -¥             -¥             -¥             
広報WEB 150,000¥             -¥             -¥             60,000¥     90,000¥     -¥             -¥             
交流会 80,000¥              -¥             -¥             -¥             -¥             -¥             80,000¥     

500,000¥             



衛星WGについて

代表：田中 康平（大阪府大）

k-tanaka@aero.osakafu-u.ac.jp



衛星WG設立目的

• 人工衛星開発に関する各種情報の蓄積
– UNITEC-1プロジェクトを通して多くの情報を得るこ
とができた

e.g. 安全審査，材料の情報，

• 地上局に関する各種情報の蓄積
– UNITEC-1プロジェクトを通して新たに使用すること
ができた地上局の存在

e.g.勝浦局，山口大局，NICT局

• 超小型衛星におけるミッションの提案

2010/7/24・25 UNISEC総会2010



衛星WG活動予定

• Web/広報WGと協力
– UNITEC-1に関するデータベースの作成

• 超小型衛星の市場開拓（未定）
–超小型衛星でどのようなミッションを行うことがで
きるかを提案する

2010/7/24・25 UNISEC総会2010



代表 井上真求
（和歌山大学 教育学部３年）



紹介
今年度新しく発足

ロケット団体の横の繋がりを深めるため

光学観測プロジェクト・発射台共同利用プロ
ジェクトと統合



今年度の活動予定
ロケット団体の把握

発射台共同利用のための保守・管理・運用

能代宇宙イベント等でのロケット飛翔観測

ロケット打上げ情報の公表

ロケットのレビュー会・技術交流会の検討・実施





WrokShop 2010 運営WG

Workshop2010運営WG副代表：内田温子

今年度のUNISEC WorkShopは香川で開催します!!(初の四国での開催!!)

遠い学生のために東京発のバスツアーを計画しています!!

WorkShop運営WGに香川大学以外の学生の参加を広く募集します!!

香川ここ！



第6回能代宇宙イベント

新要素

イベントスケジュール
８月１９日 缶サット競技、缶ロケコラボ
２０日 缶サット競技、ロケット打上

懇親会
２１日 報告会、技術交流会

ロケット甲子園
２２日 缶ロケコラボ、ロケット打上

缶サット甲子園、一般公開日

・市内での学生ポスター展示

・商店街の空き店舗での組立

特別賞目指して最高のポスターを！！

日本航空宇宙学会北部支部より副賞３万円



ロケット衛星WG
東海大学大学院修士1年

石黒隆史

UNISEC ロケット衛星WG



目的

• ロケット，衛星間の繋がり強化
• 異なる技術分野の交流
• 団体間での競争心向上
• 実際の宇宙開発に近い実践の場

UNISEC ロケット衛星WG



缶ロケコラボ

• ロケットによる缶サット打ち上げ
能代宇宙イベントにて

現在3チーム６団体が参加

打上げ予定

8/19東海-東工大,九大-理科大

8/22秋田-慶応

UNISEC ロケット衛星WG



活動予定

• 8月 能代宇宙イベント

• 11月 宇宙科学技術連合講演会

→瀬戸が能代宇宙イベントの成果

報告

能代宇宙イベント後来年度以降のコ
ラボレーションの模索

UNISEC ロケット衛星WG



現状報告

• 能代宇宙イベントに向け各チーム機
体の製作中

• 隔週にてskypeMTG

→各団体の進捗状況の確認

• Googleグループ上でファイルの共有

UNISEC ロケット衛星WG



今後の展望

• 缶サットとロケット共同のコンペティ
ション開催

• ロケットによる衛星機器の試験

UNISEC ロケット衛星WG



大阪府大：福西瑛司



経緯(背景)
近年大学の研究目的や大学生の自主的なプロジェ
クトの一環として小型のロケットが盛んに打上げられ
ている

ロケットの打上げには専門的な知識と高度な技術が
必要

人命に関わるような事故が生じた場合ロケットの打上
げに関する実験が一切できなくなる可能性



安全基準を作成し、WG内のメンバーの安全
意識を高める

安全基準を遵守するにあたり、不明な点、解
決しなければならない問題について、WG内
外で情報交換をすすめ、互いの技術を補填、
向上させる

ロケットの打上げによるよりいっそうの宇宙開
発技術の成熟と宇宙教育の発展に寄与する
こと



秋田大学
ASSP

筑波大学
STEP

東京都市大学

東海大学
TSRP

大阪府立大学

和歌山大学
WSP

九州大学
Planet-Q CORE



大樹町

能代
（海打ちを含む）

伊豆大島

和歌山 加太





第1回安全基準会議開催＠東京都市大(6月)
3ヶ月に1度の定例会
安全基準第1版作成
ヒヤリハットの製作と保存の決定

安全基準第１版およびヒヤリハットをUNISECサー
バにアップロード



第2回安全基準会議開催＠慶應大(6月)
新メンバー顔合わせ

今年度の活動方針の決定

安全基準改定第2版作成・理事会提出



安全基準の一般公開
UNISEC内だけでなく一般の人々に対して安全管理WG
の活動情報および蓄積データの開示

情報共有
ヒヤリハットや射場データ、の蓄積および共有を推し進め、
さらなる相互の技術向上を目指す



一般公開に向けて安全基準の適用範囲および基
準内の「言葉の定義」の追加

UNISEC加盟団体で安全管理WGに参加している団体
上記団体が開発するハイブリッドロケット・コールドロケット
(サイズ・重量等の制限はなし)

安全の4原則の改定

水平飛行した場合の保安距離

⇒軌道が予測できる設計になっていることを確認



Work Shopまで
一般公開

データベースの整理

Webによる公開準備を完了、公開開始

ヒヤリハットの蓄積



ご清聴ありがとうございました．



UNISON
広報・WEB WG 紹介

UNISEC活動報告会2010/07/25

○横田一毅（九大），中澤賢人（電通大）

UNISEC活動報告会



概要

活動目的

1/3

・UNISON内部交流・情報共有の活性化

・UNISEC活動の外部広報

活動背景

・どのような活動を行っているのかわからない団体がある

・技術交流・技術情報の共有を行いたい

・自分達の行っている活動を多くの人に知ってもらいたい

・小中高生と交流を行い，宇宙に興味を持ってもらいたい

アンケート結果（抜粋）

UNISEC活動報告会2010/07/25



2/3

概要
活動内容

◆UNISON内部交流・情報共有の活性化

・ UNISON HPの構築・運用

・ UNISEC HP内へデータベース環境構築

◆UNISEC活動の外部広報

・ UNISEC HPの改善

・小中高生との交流支援

UNISEC活動報告会2010/07/25



3/3

活動内容
UNISON HP

内部交流を活性化する方法 自由な情報発信（ブログ等）

コンセプト

UNISEC活動報告会2010/07/25

ブログが書ける程度の技量で情報発信できるような，シンプルで
わかりやすいWEB構築環境を整える

コンテンツ

・ 各団体紹介ページ

（各団体にページを割り当て，簡単な紹介ボードを作成・リンク）

・ プロジェクト紹介

（様々なプロジェクトを紹介し，関連するブログやページをリンク）

・ 各団体のブログ

・ 宇宙関連のニュース・イベント





交流会交流会WGWG

慶應義塾大学 梯友哉

横浜国立大学 春木美鈴

○東海大学 川村尚史

プログラム
1．交流会WGの目的
2．講演会･交流会
3．講演会のお知らせ
4．予定･予算



Advanced
各大学・研究室の持つ先端技術

Lab. Lab. Lab.InterInter InterInter

MetaMeta

FusionFusion



交流会WGは機会を提供します



講演会 交流会



第1回講演会 +懇親会

MetaMeta

感想

・UNISECメンバーの元気さを感じた

・異なる考えの人と話せて刺激になった

・来年もあれば出たい



第2回講演会 (予定)

MetaMeta

○受講者の感想
・学生時代に習いたかった
・更に進んだ内容を習いたい

○満足度平均 4.5 / 5.0 @SDM



第2回UNISEC運動会 開催予定
@10月24日(日)

運動会担当；梯友哉 から追ってML

• 第1回は2009/11/29実施

• 参加者からの参加料で運営予定

※写真はイメージです。



今後の予定

月 予定 月 予定

7 合同イベント･懇親会 1 交流会

8 2 交流会or運動会

9 交流会 3 交流会

10 運動会 4 交流会

11 交流会 5 交流会

12 WSでの交流会(予定) 6 交流会

予算

項目 額

交流会軽食費 ¥80,000



ご清聴ありがとうございました



ARLISS運営WG活動報告

ARLISS運営代表
土岐周平（首都大），山田皓司（理科大），○須藤雄哉（慶應大）

2010/7/25 UNISEC総会@東京大学



UNISEC general assembly  2010/7/25 45

ARLISSについて
A Rocket Launch for International Student Satellites

Black Rock砂漠Black Rock砂漠

4km

Landing PointLaunch

Release

Control

Result

4km

Landing PointLaunch

Release

Control

Result

• 今年で12回目
• 学生による運営は2年目

学生主体で開催される
Cansatの国際大会



UNISEC general assembly  2010/7/25 46

今年度の取り組みについて

昨年度の学生運営における
反省を踏まえた活動

昨年度の学生運営における
反省を踏まえた活動

近年のARLISSにおける
反省を踏まえた活動

近年のARLISSにおける
反省を踏まえた活動

運営組織の確立

チャレンジコンペ

SPindle UNISONとしての新たな活動



UNISEC general assembly  2010/7/25 47

運営組織の確立

運営代表ARLISS連絡 安全管理

広報

• 運営組織の統括

• SPindle運営

• コンペ関係資料作成

• ルールの明確化

• 緊急連絡先リストの作成

• ヒヤリハットの配布

• HP作成
• 国内，海外新規チームの
誘致

• Aeropacとの連絡

コンペ・ルール



UNISEC general assembly  2010/7/25 48

Challeng
e 
Competit

チャレンジコンペ

• 各チームが最もチャレンジしたと考える部分を
ARLISS最終日に行うプレゼンにより評価

• プレゼンでアピールする内容は，ミッションの新規性，
結果，達成度，開発過程での取り組み方など自由

チャレンジコンペ概要チャレンジコンペ概要

昨年度ミッションコンペとの相違点

– ミッションの達成度による点数化は行わない
– 評価はチャレンジコンペ参加者による投票



UNISEC general assembly  2010/7/25 49

SPindle 概要

Systems Engineering / Project Management 
introductory lesson

ARLISS本番までの開発が不十分

プロジェクトを確実に遂行できる枠組みの必要性

SPindleとは・・・SPindleとは・・・

Cansat開発を通して，システムズ・エンジニアリング，
プロジェクトマネジメントのトレーニングを行う．

背景背景

ARLISSカムバックコンペにおいて制御履歴が取れていないチーム数
2008年→9チーム（19チーム中）
2009年→5チーム（11チーム中）



UNISEC general assembly  2010/7/25 50

SPindle 概要

1. SE/PM手法の導入によって，効率よく，確実に
ミッションを成功に導く

2. チームメンバーがSE/PMの体系を身につける

目標目標

具体的な取り組み具体的な取り組み

• 講習会の実施
• 設計審査の実施

今年のARLISS出場チーム16チーム中9チームが参加

※ SPindleの運営には，坂本先生（東工大）を筆頭に，神武先生（慶應大），
白坂先生（慶應大），狼先生（慶應大），UNISASメンバーの方々など
多くの方に協力して頂いている．



UNISEC general assembly  2010/7/25 51

SPindle 講習会

日程 講習会名 場所

5月13日 SE講習会第一講 慶應

5月17日 Systems Engineering 
Overview 慶應

6月7～11日 Lecture of project 
management 慶應

6月9日 SE講習会第二講 慶應

• USTREAMによるネット中継
• ホームページで資料共有

関東圏以外のチームも
参加可能



UNISEC general assembly  2010/7/25 52

SPindle 設計審査

日程 設計審査名 主なチェック内容

5月末 Mission Definition Review (MDR) ミッション定義

6月末 System Specification Review (SSR) システムの「仕様」

7月末 Preliminary Design Review (PDR) BBMが統合できたか

8月末 Critical Design Review (CDR) EMが検証できたか

9月 ARLISS
10月下旬 Lessons Learned Review (LLR) プロジェクトの自己評価

• 教員，UNISASメンバーからなる審査員による助言
• 設計審査資料をSPindle参加チームで共有



UNISEC general assembly  2010/7/25 53

SPindle 設計審査

要求の把握要求の把握

ミッションの定義ミッションの定義

FM製作・検証FM製作・検証

運用運用

BBM設計・製作BBM設計・製作

EM設計・製作EM設計・製作

審査会

仕様の決定・改定仕様の決定・改定

MDRMDR

SSRSSR

PDRPDR

CDRCDR

LLRLLR

Cansat開発のプロセス
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SPindle 設計審査資料テンプレート

• ミッション定義および，要求・使用の明確化
• 検証に余裕を持たせたスケジュール作成と管理
• 検証計画，検証項目の明確化

資料番号 資料名

(1) ミッション計画書

(2) プロジェクト管理計画書

(3) システム仕様書

(4) 設計書

(5) 試験計画・結果報告書

(6) 審査会コメント対応表

(7) ミッション完了報告書

設計審査の手引きおよび，資料テンプレートを提供
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今後の予定

日程 活動内容

7月30日 技術レビュー，PDR （SPindle）

8月19,20日 能代宇宙イベント

8月27日 CDR （SPindle）

9月13～17日 ARLISS

10月15日 LLR （SPindle）

11月 宇科連発表（SPindle）
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SPindleにご協力して頂いている，
坂本先生（東工大），神武先生（慶應大），

白坂先生（慶應大）， 狼先生（慶應大），

UNISASメンバーの方々に
厚く御礼申し上げます．

謝辞
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UNISON WG体制まとめ

学生の皆さま。

“UNISON”は完全に学生主体の団体です！

学生の立場から
宇宙開発を盛り上げていきましょう！

※学生理事は“使って”下さい。気軽に相談を。


