
UNISON活動報告 



昨年度までのWG体制 

ロケットグループ

ロケット開発団体同士の
情報交換や，打上げ実験
機会の提供を行なっていく．

ロケットWG

能代宇宙イベントにおける
地上支援設備の整備，
運営支援を行なう．

能代宇宙
イベントWG

独自安全基準の運用と，
それを反映した見直しを
行なう．安全管理データ
ベースの運用も行なう．

安全管理WG

衛星グループ

衛星開発情報の集積/共有
システムの整備，共同開発
ノウハウの獲得を行なう．

衛星WG

ソフトウェアを含む受信協力
体制の整備，共有局とネット
ワークの管理，アウトリーチ
活動，各局のノウハウの
共有を行なっていく．

GSN WG

能代宇宙イベントやARLISS
の運営，SPindleの運営，
ARLISS国際化に向けた
取り組みを行なっていく．

CanSat WG

Webページを中心媒体とした
UNISONの広報，母校訪問や
小中学生との交流活動，

UNISON加盟団体の広報活動
支援，UNISONとしての

学会発表支援を行なっていく．

広報WG

団体間の横のつながりを形成
して，情報交換やアイデア発想
など各団体活動の活性化を
促していく．どの団体でも
普遍的に活用できる技術の
勉強会を主催する．

交流会WG

2012年度 WG体制図 



昨年度までのWG体制 

2013年度 WG体制図 



日本大学 嶋崎信吾 
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衛星WG 活動報告 



衛星WG 
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UNISEC加盟団体内で 

 20団体が衛星・衛星関連機器の 

設計・開発に携わっている 

    ☆ UNISEC 衛星・衛星関連機器製作団体 

       

   

   

   

   

   

  



6 

☆ 問題点 

 ・それぞれがバラバラに開発実施… 

 ・独自衛星間のつながり：薄 

 ⇒他団体の失敗を学べない 

 

☆ 提案 

 UNISECとして，技術やノウハウを共有 

 出来ればより良い開発ができるのではないか 

 ⇒独自衛星間のつながりを強化 

衛星WG 
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☆ 最終的なゴール 

“UNISEC衛星団体で 

技術・ノウハウ情報を共有” 
 

☆ 結果として 

・各団体の活動促進 

・過去の失敗から学び，同じミスを繰り返さない 

 ⇒衛星開発の成功率向上を図れる 

などの成果を期待する 

 

衛星WG 
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☆ コンセプト 

“情報のGive & Take” 
 

☆ もらうだけでなく，積極的に提供も… 

 

 打上げ経験団体も新規団体も， 

  それぞれの立場から情報提供をしてもらう 

衛星WG 
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☆ これまでの活動(2011年度) 

衛星WG 



07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

☆ これまでの活動(2012年度) 

衛星WG 



☆ 主な活動 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星情報共有発表会の運営・実施 

☆加盟団体同士による情報共有発表会を 

 年3回(7月，12月，3月)実施 

⇒情報の共有と各団体間のつながり強化を図る 

 

☆これまでに5回実施 

 ⇒昨日第6回発表会を実施 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星情報共有発表会の運営・実施 

☆テーマ 

1)放射線試験 ＠九工大 WS 

2)電源・通信 ＠東大 3月 

3)熱解析・試験 ＠東大 総会 

4)磁気姿勢制御 ＠北大 WS 

5)マネジメント ＠東大 3月 

6)C&DH  ＠東大 総会 

衛星WG 
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衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星情報DBの構築・運営 

☆発表会で得られた知識
・ノウハウを蓄積するDB
を構築 

⇒各団体の創意工夫や過
去の失敗を学び，衛星成
功率の向上を図る 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星情報DBの構築・運営 

☆DBの整備 

・デザインの改善 

・検索機能の向上 

⇒使いやすさを追求する
ことで，有益な情報を引
き出しやすくする 

www.unisec.jp/app-def/S-100/satellite/ 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星情報DBの構築・運営 

☆DBの整備 

・アクセスパスによる制限 

⇒公開範囲を明確にすること
で，また，自己責任の原則を
徹底することで情報提供が行
いやすい環境を整備 

www.unisec.jp/app-def/S-100/satellite/ 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星情報DBの構築・運営 

☆DBの可能性 

・発表会では扱いにくい
情報の回収と蓄積 

・気軽な情報交換の場 

・蓄積した情報を用いた
技術継承 

www.unisec.jp/app-def/S-100/satellite/ 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆UNISON HPのリニューアル 

☆UNISONの活動発信 

・様々な情報を発信,共有 

⇒デザインの一新，各
WGや団体の紹介ページ
の追加，年間イベントカ
レンダーの設置などなど 

 
http://unisonpublicity.wix.com/unison 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆UNISON HPのリニューアル 

☆運用体制 

・衛星WGの有志で活動開始 

・今後は各WGの代表者にも
HPを更新してもらう 

⇒各WGの情報のリアルタイ
ムな更新 

http://unisonpublicity.wix.com/unison 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆UNISON HPのリニューアル 
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衛星WG 



☆ 主な活動 

☆UNISON HPのリニューアル 

☆UNISON HPの展望 

・UNISONの活動を全て集約
したい 

⇒能代,ARLISSはもちろん,
超小型衛星の打ち上げ日など
も 

http://unisonpublicity.wix.com/unison 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星共同開発に関する検討 

☆団体間の枠組みを超えて
，共同で何一つのものを開
発できないか検討を行う． 

⇒これまでに蓄積された知
識・ノウハウの活用例の一
つ 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星共同開発に関する検討 

☆昨年度実施した
UNISON PROJECTであ
るUNICORN-1で共同開
発のノウハウを取得 

→報告書のまとめを行なっ
た 

開発・打ち上げ 

報告書の作成 

衛星WG 



☆ 主な活動 

☆衛星共同開発に関する検討 

☆現在、有志メンバーで 

共同開発による衛星概念
設計案を衛星設計コンテ
ストに応募中 

衛星WG 



東海大学 大﨑 大 
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ロケットWG 活動報告 



ロケットWG 

• 昨年度の活動 

  - ポストARLISSの実施 

 

  - 能代宇宙イベント運営 

 

  - データベース化 
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ロケットWG 

• 昨年度の活動 

  - ポストARLISSの実施 

    ARLISS後に，Cansat(UNICORN)搭載の打ち上げ実施    

      缶ロケコラボの恒常的な実施を目指す 

 

 

 

 

 

        第9回能代宇宙イベントにおいて 

       「筑波大学」のロケット で 

       「創価大学」のCansat  を打ち上げ予定   

33 



ロケットWG 

• 昨年度の活動 

  - 能代宇宙イベント運営 
    初めての海打ち会場運営を実施． 

     →秋田大学，東海大学が成功 

 

    9団体,計12機の打ち上げ実験実施 

     →内，3団体が初参加 

       大阪府立大，北大，東北大 
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ロケットWG 

• 昨年度の活動 

  - データベース化 

35 



ロケットWG 

• 昨年度の活動 

  - データベース化 
    これまで打ち上げを行ったロケットのデータベース化 
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ロケットWG 

• 今年度の活動 

  - 能代宇宙イベント運営 

 

  - 伊豆大島射場運営 

 

  - データベース化(射場)   
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ロケットWG 

• 今年度の活動 

  - 能代宇宙イベント運営 
    昨年度に継続し海打ち実施 

    7団体,計10機の打ち上げを予定 

     →筑波大が創価大と缶ロケコラボ実施 

 

  - 伊豆大島射場運営 
    打ち上げ実験のイベント化 
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ロケットWG 

• 今年度の活動 

  - データベース化(射場) 
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地方 射場 

北海道 赤平 

北海道 大樹町 

東北 能代(陸，海) 

関東 伊豆大島 

近畿 加太コスモパーク 

九州 平尾台 



ロケットWG 

• 今年度の活動 

  - データベース化(射場) 
    →他の団体がどのような射場環境で打ち上げているのか不明 
 

      小型ロケット開発団体の増加 
 

       打ち上げ実験機会の増加 

 

 

     <各射場の情報共有> 

       ・他射場の利用機会の増加 

       ・初挑戦団体の射場交渉の円滑化 

40 

UNISAS-Rocket-Team HPに掲載 



CanSat WGの活動報告 

UNISON代表 
CanSat WG代表 
小西隆介 
慶應義塾大学大学院 
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2012年度の取り組み 

• 情報共有システムの確立 

– SPindleの位置づけ、取り組み方を変更 
 

• UNISEC事務局と連携した国際化の取り組み 
 

• UNISAS提案ミッションの創設(参加団体なし) 
↓ 

• 2013年に向けた新しい取り組みの企画・提案 

– 成功率向上・宇宙開発につながる技術の創出を期待 

※UNISAS活動報告会にてこちらに関する発表がございます※ 
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今年度のWGの目標 

• ARLISSの国際化 

– ARLISS国際化に向けた国際的広報の活発化 

– ARLISS関係書類の英語化 

 

• CanSat競技における成功率の向上 

– 「失敗データベース」の構築 

– 「全国技術交流プログラム」への参加促進 

43 



ARLISSの国際化に向けての課題 

• ARLISSに対する注目度は年々高まってきている 
– CLTPの継続的な実施 
– UNISEC自体の国際化 

 
• 現状は日本人のチームが多く、 
海外チームにとっては敷居が高い？ 
– CanSatという競技自体の難しさ 
– 英語化された書類の少なさ 
– 得られる情報の少なさ、アクセスの難しさ 

 

• 国外に向けての情報発信が充分ではない 
– 運営スタッフが広報要員を兼任している体制 
 情報発信が停止してしまう事態が頻発 

– 新たな海外団体に向けての広報活動が十分ではない 

44 



今年度の活動目標 

• 海外への発信、海外チームの増加を目指す 
– 国際大会だが，大半は日本からの団体 

• 2010：16/22チーム 

• 2011：20/21チーム 

• 2012：21/25チーム 

 

• ルールブックの英語化 
 

• 国外に向けた広報活動の活発化 
– 新たな広報用ポスターの作成 

– シンポジウム等への出展 

– 広報要員のARLISSへの派遣 

45 
今年度作成したポスター 

（ISTSにて公開） 



CanSat競技における成功率の向上 

• 制御履歴の提出率 

– 2012年度：全フライト中30%、出場チーム中53% 

– 2011年度：全フライト中32%、出場チーム中59% 

– 昨年度とほぼ同じ水準 

 

• 今後のARLISS国際化を見据え、 
さらなる向上が望まれる 

– 日本のプレゼンスの向上 

– CLTPへの参加促進 

 

 
46 



成功率上昇に対する課題 

• 原因こそ違えど、多くのチームが 
似た失敗を繰り返してしまう、 
「同じ轍を踏んでいる」状態である 

47 ARLISS報告書より引用 

2009 

2012 
2011 



成功率上昇に対する課題 

• 過去のARLISS参加チームが経験した失敗を 
簡単に閲覧できるシステム・データベースが存在しない 

 

 

 

 

48 CanSat着地 パラシュート分離 CanSat走行・飛行 CanSat停止

ロケット発射 ロケット分離 CanSat放出 パラシュート開傘 CanSat下降

開傘失敗 
ロスト 

着地時の
衝撃破壊 

分離失敗 轍で停止 



データベース構築の提案 

• 各チームの失敗をシーケンス毎に明確化 
 「失敗データベース」の構築、データ蓄積 

49 CanSat着地 パラシュート分離 CanSat走行・飛行 CanSat停止

ロケット発射 ロケット分離 CanSat放出 パラシュート開傘 CanSat下降

7チームが 
◯◯のために 
開傘失敗 

1チームが 
☓☓のために 

ロスト 

20チーム中 
5チームが 
◯◯が破損、 
15チームが 
□□が外れる 

10チームが 
パラシュートが 

絡まる 

5チームが 
轍停止、 

6チームが 
電源足りず 



北海道工業大学 早坂 亮佑 
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GSNWG 活動報告 



GSNWG 

• これまでの活動 

  - アウトリーチ活動 

 

      - 共有局およびネットワーク構築活動 

 

  - 受信協力/GMS・GROWS普及 活動 

 

  - ノウハウ共有活動  
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GSNWG-アウトリーチ- 

・スケジュール 

      - 11月16日仙台市立中田小学校 

      - 12月12日埼玉県大宮工業高校 

      - 6月1日埼玉県立新座総合技術高校 

 

・内容 

         - 宇宙工学，通信についての講義 

         - 受信用アンテナの作成  

         - 大学衛星との通信など 
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GSNWG 
-受信協力GMS/GROWS-の普及- 

・ これまでの活動 

      - OUTSATの受信協力 

      - PROITERESの受信協力 

      - PhoneSatの受信協力 

 

・ 内容 

         - ノミナルな軌道要素の同定 

         - 初期状態のテレメトリデータ取得 

         - チャットでの情報共有 

         - 協力体制の効率化 
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GSNWG 
-共有局及びネットワーク管理- 

・ スケジュール 

      - 毎年5月ごろに菅平局のメンテナンスを実施 

 

・ 内容 

      - 菅平局メンテナンス 

      - ネットワーク管理 
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GSNWG-ノウハウ共有- 

・これまでの活動 

      - GSNwiki上にノウハウ共有辞典の作成 

      - SNSを利用した情報共有 

      - UNISONWebページでのGSNWG紹介 

   

・内容 

         - アンケート・SNSによるノウハウ収集 

         -ノウハウ辞典のボリュームを増やす 

         - 受信コンペ計画 
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GSNWG-今後- 

・ アウトリーチ活動 

   -今年度も継続的に活動を行なう 

・ 受信協力/GMS・GROWSの普及活動 

   -受信協力には継続的に活動を続ける 

   -GMS/GROWSの開発の活性化 

 

・ 共有局及びネットワーク構築 

   -共有局を安定的に使えるようにメンテナンスの継続 

 

・ ノウハウ共有 

   -新規参入局が参考になるようなノウハウ収集 

   -SNSサービスを通じてGSNメンバ間での交流を深める 
56 



GSNWG 

57 

 

 

GSNWGをよろしくお願いします 

 

地上局に興味のある大学はお待ちしております   
    



広報WG  
  

昨年度の活動総括 と 今年度の活動方針 

東海大学 宮崎 兼治 
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昨年度の活動総括 
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母校訪問プロジェクト 

中・高校生に 
・進路決定の判断材料の提供 
・学習意欲の向上 
・大学生の生活，学習内容の紹介 
・宇宙工学の紹介 
 

目的 



昨年度の活動総括 
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母校訪問プロジェクト＠秦野曽屋高校 



昨年度の活動総括 
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57% 30% 

8% 
5% 

5点 

4点 

3点 

未回答 

計37名 

参加者の満足度（ 5段階評価） 

当日の様子 

母校訪問プロジェクト＠秦野曽屋高校 

また，進路決定の判断材料に
なったなどの評価も多数獲得． 



今年度の活動方針 
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 母校訪問プロジェクトで， 
 中・高校生に対しての宇宙教育を行う． 
 

・年間5回のイベント開催を目指す． 
 

・UNISON加盟団体とアウトリーチ活動に関する 
 協力体制を築く． 
 

・中・高校生，教員，講演団体の満足度の向上を目指す． 

 
 UNISON HPの運用を行う． 



交流会WG  

東海大学 天白 勤 



昨年度 関東交流会活動報告 

• ロジカルシンキング講演会 
– 講師：SDM 白坂先生 

• CLTP3見学会 ＠首都大学東京 

• タイムマネジメント講演会 

• UNISEC運動会（フットサル） 

• UNISEC10周年記念 

   レクチャーシリーズ 
– イベント運営補助を交流会WGで担当 



昨年度 関西交流会活動報告 

• 技術交流会(5月) 

新規参加者向けに，UNISEC加盟団体

の活動報告，ポスターセッションを実
施． 

 

 

• 大阪工業大学見学会(9月) 

超小型衛星「PROITERES」の打ち上げ

があり，実際の開発現場，衛星運用
を見学． 



今年度 交流会WG活動方針 

• UNISEC加盟団体間の横のつながりを形成． 

• 情報交換やアイデア発想等，各団体活動の
活性化を促進． 

• UNISEC加盟の意義を考える機会の提供． 

 


