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1. 概要 

本文書は 2012年 7月 22日に開催された 2012年度UNISEC総会に併せてUNISEC所

属の学生団体が組織するUNISON(UNIsec Student OrganizatioN)が実施した各種イベン

トの報告書である。 

UNISONではUNISEC総会前日の 7月 21日と当日の 22日に各種のイベントを開催し

た。21日にはUNISON内部に組織された各種Working Group(WG)の会議を開催した。

またUNISONを卒業した OB・OGで組織される UNISAS(UNISec Alumni aSsociation)

との交流会を実施した。翌 22日にはUNISONを構成する各学生団体の代表者による代表

者会議、UNISON の昨年度の総括と今年度の活動を発表する活動報告会、団体間の懇親

を深める懇親会を開催した。これら各イベントの詳細を以下にまとめる。 

2. 7月 21日（土） 

2.1. 当日スケジュール 

 

2.2. 各種 Working Group (WG) 会議 

2.2.1. 衛星WG 

担当：滝澤潤一（東大） 

衛星WGでは 11号館の講堂にて、「第 3回衛星情報共有のための取り組み発表会」を実

施した。本発表会の詳細な報告については別に報告書を作成して公開しているため、ここ

では概要の報告のみを行う。詳細については別途 UNISEC ウェブページに公開されてい

る報告書を参照のこと。 
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本発表会は衛星開発団体間の知識共有を目的として開催されるもので、昨年度の

UNISECワークショップから始まり今回で 3回目となる。今回は「熱設計および熱試験」

をテーマとし、6学生団体の発表を実施した。また、今回の新たな試みとして UNISEC外

部より講師をお招きし、熱設計の基礎についての公演を行った。発表会では発表者と参加

者との間で終始活発な議論が交わされ非常に有意義な物となった。 

また、今回は各団体に新入生が加わって最初のイベントということもあり、各団体の活

動紹介と交流の場として、発表会の昼休みを利用したポスターセッションを開催した。こ

ちらについても、昼休みのみの開催では時間が短すぎたという問題はあったものの、参加

者同士で活発な意見交換が行われ、当初の目的を満たす効果が得られたものと考えられる。 

以下、発表会の様子を何点か写真で紹介する。 

  

  

発表会の様子 

2.2.2. GSN WG 

担当：井上祥子（日大） 

GSNWG では、例年通り GSNWS を行った。内容は前半 3 時間で電気計測機メーカー

の招待講義を行い、後半 1 時間で東北大学の坂本先生による講演、GSN2011 年度活動報

告、2012年度活動計画発表、役員交代を行った。WS参加者は 16名であった。以下に詳

細を記す。 

① ローデシュワルツジャパン株式会社様によるスペクトラムアナライザの実演講習 

 スペクトラムアナライザやネットワークアナライザなどの電波計測装置メーカーである

ローデシュワルツジャパン株式会社の田中様にお越しいただき、スペクトラムアナライザ
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を実際に操作しながらその動作原理を勉強する講習会を行った。スペアナとオシロスコー

プの違いや、内部回路の基本構成（ATT、ミキサ、フィルタなど）といった基礎から始ま

り、機器操作と各構成要素の変化の対応を聞きながらスペアナの操作を行い、各種機能を

理解し、実際の使用の際に、何を見るためにどこをどのように操作すればよいのか、とい

う有機的な理論を身に付けることができた。更にスペアナの主要な故障要因である直流入

力や高エネルギ入力をしがちなケースや、入力エネルギ不明の信号の入力方法等といった

実際の使用時に役立つ様々な実用知識をお教え頂いた。最後にはこれら全ての知識や機能

を駆使して、スペアナでインターFM ラジオを聞くという遊びのような実技も行って、大

変面白いレクチャーであった。 

  

スペアナ講習会の様子 

② 東北大学の坂本先生による講演 

2012 年 7 月上旬に坂本先生が行ったモービルアンテナを用いた超小型人工衛星の CW

受信実験について発表を頂いた。大学アマチュア衛星の打上げ直後の初期捕捉において、

CW の受信を八木アンテナを用いて行っている大学が日本では殆どであるが、軌道が不確

定な初期捕捉段階では、指向性の強いアンテナである八木アンテナと比較して、モービル

アンテナを用いればアジマス方向の指向制御を必要とせず、しかも設置が容易で設置コス

トも安価であるというメリットがある。このモービルアンテナを用いたCW受信を実証し、

八木アンテナでの受信とデコード率を比較する実験を、日本（八木アンテナ）とドイツ（モ

ービルアンテナ）で CUTE-1 の CW を同時受信することで行ったという内容である。モ

ービルアンテナの指向特性から、仰角の高いところでは八木アンテナの方がデコード率が

高いものの、AOS、LOS付近の仰角が低いところではモービルアンテナの方がデコード率

が良いという結果が得られたということで、設置の容易さからも、今後の衛星初期捕捉に

於いて大変有用な情報であった。 

③ GSN2011年度活動報告、2012年度活動計画、役員交代 

GSNの 2011年度活動・運営方針のまとめを行った後、各活動テーマの責任者による年

間活動報告を行った。まとめは代表の井上（日大）、各活動テーマの 1つ目、「GMS/GROWS

の普及及び受信協力体制の体系化」については UNISON 代表業務の為 WS に参加できな

かった責任者の滝澤（東大）に代わり、内田（東海大）が報告を行った。2 つ目の「各局
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ノウハウ共有」については責任者の新宅（東工大）が、3 つ目の「アウトリーチ」につい

ては責任者の井上（日大）が行った。どの活動も年度初めに立てた活動計画に概ね沿った

形で進めることができ、目標も明確であったため次年度の活動内容の計画も明確であった。

2012年度の活動計画については、代表の井上が発表を行った。活動方針、運営方針と、活

動テーマ割の案を提案し、UNISONへの申請予算を示した。活動方針及び運営方針は 2011

年度と概ね同じであり、活動テーマについては 2011年度のテーマに加えて、「共有局及び

ネットワーク管理」を新たなテーマとして追加し、この方針は決定となった。活動方針・

運営方針は新たな役員で本案を検討して最終決定する方針を取った。2012年度役員は事前

にGSNのメーリングリストで共有した役員業務と引き継ぎ文書を基にGSNメンバーに立

候補を検討してもらい、代表 1名、委員 2~3名、各活動テーマ責任者をWS内で決定する

ことを予定していたが、WS 内で代表のみが決定せず、副代表、委員の 4 名で話しあって

代表を決定する事となった。また最後に、翌日の UNISEC 総会でアウトリーチ活動とし

て行う内部向け広報用のチラシの内容確認を参加者全員で行った。 

 

会議中の様子 

2.2.3. CanSat WG 

担当：杉本悠太（電通大） 

CanSat WGでは、能代および ARLISSの本番に向けて、確認事項や連絡事項を参加チ

ーム全体で把握するためにミーティングを開催した。以下、開催した会議の詳細を示す。

なお、当日の配布資料は以下の URLより閲覧可能である。 

 CanSat技術交流会冊子 

https://docs.google.com/open?id=0BzULjj2UpuPWRURfbHBwbndlaDg 

 レビュー会概要資料 

https://docs.google.com/open?id=0BzULjj2UpuPWX0NXTUg2WGQyckk 

能代宇宙イベント期間中の流れについて 

丸山(能代 CanSat 競技運営代表/鳥取大学)より、能代 CanSat 競技本番の流れの概要が

説明された。7月 1日に配布した資料のアップデート部分に関する補足を主に行った。 

ARLISS期間中の流れについて 

杉本(ARLISS 運営代表/電気通信大学)より、前日準備(9/9)から朝食ミーティング(9/14)

https://docs.google.com/open?id=0BzULjj2UpuPWRURfbHBwbndlaDg
https://docs.google.com/open?id=0BzULjj2UpuPWX0NXTUg2WGQyckk
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までの ARLISS2012期間中の流れについて概要が説明された。 

コンペティション関連について 

杉本(ARLISS運営代表/電気通信大学)より、ARLISS2012で開催されるカムバックコン

ペティションおよびミッションコンペティションの概要が説明された。 

ARLISS安全管理について 

柴田(安全管理代表/帝京大学)より、ARLISS 期間中の安全管理の概要が説明された。以

下、補足事項である。 

 Bruno’s、Fernley以外の宿への帰着報告方法を検討 

 参加チームの連絡先等の情報を収集 

 Bruno’sの利用方法に関する注意書きの有無を確認 

 海外チームの安全管理に関する確認および周知 

ARLISSレビュー会について 

北川(レビュー会チーム代表/電気通信大学)より、レビュー会の概要・進捗が報告された。 

CanSat広報について 

梶原(CanSat広報代表/東京電機大学)より、CanSat広報の活動報告と今後の予定が説明

された。 

各種打ち上げ順抽選会(ローバーレビュー・フライレビュー・能代本番) 

レビュー会及び能代本番の運営を円滑に進めるため、打ち上げ順の抽選会を実施した。 

各チームに分かれて話し合い 

安全管理・レビュー会、CanSat広報、能代運営のチームごとに、話し合いを行った。 

疑問点・質問事項に対する答え、その他何かあれば 

MTG参加者からの疑問点・質問事項に対して返答した。 

 ARLISS期間中に必要な経費に関して 

(朝食代金、砂漠のトイレ使用料、砂漠使用料等) 

 Aeropackに確認し、確認が取れ次第連絡する 

 安全管理MLの作成 

 悪天候時の対応 

 

レビュー会概要・進捗説明 

 

抽選会の様子 
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CanSat技術交流会 

午後より 2時間半程度、CanSat技術交流会を行った。今回の技術交流会では、ARLISS

参加団体だけではなく能代 CanSat 競技参加団体もいたため、この機会を利用して最初の

20分ほどで Spindleについて説明した。続いて、事前に回収していた各チームの CanSat

概要をまとめた資料を配布し、各チームに口頭で CanSat の特徴を説明して頂いた。すべ

てのチームの機体を紹介する資料があってよかったという意見が聞かれた。 

  

技術交流会の様子 

2.2.4. ロケットWG 

担当：金井竜一朗（北大） 

ロケットWGでは、今年度の活動について議論を行った。また、UNISAS Rocket Team

（URT）の紹介も行われた。参加者は 11団体から 26名（内教員 1名）であった。 

 

・議題 

 Post ARLISS イベントについて 

ARLISS後に缶サットをロケットで打ち上げる機会を作る、という目的の

PostARLISSについて、赤平で試験的に運用するという報告と、缶ロケコラ

ボに関するレギュレーション策定の議論が行われた。汎用的な缶ロケコラボ

用レギュレーションを能代と赤平で試験運用し、本格運用に向けた検討を行

っていく方針が決定された。 

 共同開発（UNISTAR開発）について 

当初予定を大幅に上回り長時間にわたって非常に活発な議論が行われた。

技術交流を目標とした開発はトップランナーのデメリットが大きいこと、目

標が一貫していないこと、各団体の打ち上げ時期が違うため開発時期をそろ

えるのが難しいこと、などなど様々な意見が出た。最後はブレインストーミ

ングの形で意見を出してもらい、今後の開発としてプロジェクトの最優先事

項を何にするかはっきりさせてから動くべきである，そのために一つ一つプ

ロジェクトを分けるべき，という意見は全体で概ね合意された。 
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 URTの案内と活動についての議論 

URTの理念、活動内容などについて説明があった。共同開発の所で行って

いたブレインストーミングを継続する形で OB/OG に担ってもらいたい立場

は何かを議論した。 

 安全基準・安全管理データベースについて 

今後の安全管理WGについて、8月中を目処に安全基準の更新が行われる

こと、安全管理データベースやロケット wikiの整備を行うことが報告された。 

また、今後の基準見直しなどについて積極的に意見を出して欲しい旨がWG

代表から伝えられた。 

 

  

ロケットWG会議の様子 

 

2.2.5. 広報WG 

担当：宮崎賢治（東海大） 

広報WGMTGには、各団体の広報WGに所属するメンバーに参加してもらうことにした。 

参加者は、12団体 12人、参加団体は以下の通りである。 

 CORE 

 九州大学 PLANET-Q 

 慶應義塾大学 高橋研究室 

 首都大学東京 

 創価大学 衛星開発グループ 

 帝京大学 宇宙システム研究会 

 電気通信大学 大学高玉研究室 

 東海大学学生ロケットプロジェクト 

 東海大学衛星プロジェクト 

 東京大学 中須賀研究室 

 日本大学 

 和歌山大学宇宙開発プロジェクト 
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また、話し合った内容は以下の通りである。 

 全員で簡単な自己紹介 

 広報WGの目的についての意識統一 

 去年度までの活動内容の確認 

 今年度の活動計画の説明 

 HP管理、イベント、学会発表・展示の三つの活動グループの 

説明・活動内容の議論 

 各活動グループの責任者(1名)、その他メンバーの割り振り 

 今後の進め方の議論 

  

広報WGMTGの様子 

2.2.6. 交流会WG 

担当：毛内健（創価大） 

交流会WGは参加者 10名（関西 1名。九州 1名。関東 8名。）で下記のような議論を行

った。 

 目標 

 交流会WGの 2012年度活動方針の確認 

 2012年度交流会企画の検討 

 議題 

 開催したい交流会ブレインストーミング（実現可能性は無視） 

 ブレインストーミングから 2012年度交流会の検討 

 結果 

 2012年度は交流会WGメンバー全員が何か 1つ交流会を企画する 

ことについて合意 

以下会議の詳細について述べる。まず、2011年度交流会WGの活動を参加者に紹介し

た。また、2012年度交流会WGの活動方針について確認を行った。以下は確認内容であ

る。2012年度は 3つに分けて活動方針を示した。 

 関東交流会 

ロジカルシンキング講演会、システムエンジニアリング講演会、システム開発
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マネジメント講演会の 3つの講演会を 1年間で行うことを検討している。年末に

は運動会や忘年会などUNISONが交流できる場を提供する。 

 関西交流会 

関西交流会では、UNISEC会員に止まらず、広い分野から参加者を集め交流を

広めている。本年度はUNISONの開発（衛星・ロケット・CanSat）へ実践・応

用できる会の開催、例えばプロジェクトマネジメント講演会等を検討している。 

 北海道・九州・四国 交流会 

2011 年度 WS での交流会 WG 会議にて各地域にも交流会を置き、距離が比較

的近い大学間での交流を図る。 

交流会WG_MTGへ初めて参加した人もいたため、交流会の立ち位置について開催した

い交流会についてブレインストーミングを行った。交流会の案を出し、3つのグループに

分かれ案を基に「実現可能性が高い」及び「2012年度開催したい交流会」について議論を

した。その結果、挙がった交流会は以下である。 

 白坂先生の講演会［担当：毛内、高橋］ 

（ロジカルシンキング、システムエンジニアリング、システム開発マネジメント） 

 CLTP3見学会［担当：毛内、柴田］ 

 UNISAS交流会の増加［担当：毛内、柴田、高野］ 

（UNISEC 運動会と一緒に開催） 

 有人宇宙疑似体験［担当：柴田、小黒、高木、田中、米原］ 

 小山宙哉さん（宇宙兄弟作者）の講演会［担当：西谷、高橋］ 

 モデルロケット［担当：毛内］ 

（UNISASの小宮さんとコラボ） 

上記以外にも「ミニWSを開く」、「関西関東で交換留学!?」など面白い案が挙がった。

例年交流会WG_MTGでは交流会の案は出るものの、交流会を企画する人が特定の人にな

ってしまうなどの問題があることから、MTG参加メンバーで企画する交流会について検

討した。交流会WGメンバー内で 2012年度は交流会WGメンバー全員が何か 1つ交流会

を企画することについて合意をした。上記の各交流会について担当者を決め、交流会メン

バー個々の企画する交流会を明確にした。  

2012年度は上記の交流会開催を目標に活動を行う。 
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2.3. UNISAS-UNISON合同イベント 

担当：金井竜一朗（北大） 

 本年度の UNISAS-UNISON 合同イベントでは、10 年目の節目と言うことで「今後の

UNISECを考える」という大テーマにグループディスカッションを行った。 

2.3.1. 概要 

 今回の合同イベントの目的は大きく 2つであった。その 2つとは 

・ UNISASの方々の普段の仕事、私生活、OBの交流などについて自由に話を聞く 

・ 「プロマネ＆人材育成」「技術開発」「アウトリーチ」というUNISECの 3本柱に沿っ

て、UNISON、ひいてはUNISEC全体の今後を議論する 

というものである。そのためディスカッションは 3つのグループに分けた。各グループに

は UNISASと UNISONからそれぞれ 1名ずつ進行役が付き、グループ内の調整などを行

った。ディスカッションは大きく分けて前半が UNISAS の方個人の仕事や私生活などに

関する話、後半がテーマに沿った議論とした。 

2.3.2. ディスカッションの様子 

プロマネ＆人材育成 グループ 進行役…梯さん・瀧澤 

技術開発 グループ 進行役…園田さん・金井 
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アウトリーチ グループ 進行役…春木さん・杉本 

 

2.4. UNISAS-UNISON懇親会 

担当：滝澤潤一（東大） 

UNISAS-UNISON 合同イベントの終了後、武田ホール横のホワイエにて、UNISASメ

ンバーとUNISONメンバーで懇親会を実施した。 

懇親会は立食形式とし、参加者はそれぞれ食べ物や飲み物を片手に、合同イベントの続

きを議論したり、合同イベントではチームの違った先輩方と話したりとそれぞれに交流を

行なった。会場の各所で終始活発に会話が行われ、非常に活気のある懇親会となった。 

  

  

懇親会は 18 時から 20 時まで実施し、この後会場の後片付け等を行なって 21 日のイベ

ントは終了となった。 
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3. 7月 22日（日） 

3.1. 当日スケジュール 

 

3.2. UNISON代表者会議 

担当：杉本悠太（電通大） 

22日の午前中にUNISONの運営メンバー(学生代表および各WG長)と各学生団体の代

表者による代表者会議を開催した。本会議は昨年度決算の確認、今年度 UNISON 予算の

採択、UNISONプロジェクトの採択など UNISONの最終意思決定を行う場である。 

代表者会議は UNISON 運営メンバーの作成した事前配布資料に沿って進行し、各種議

案が無事採択された。会議の詳細については以下に示す事前配布資料を参照のこと。 

 代表者会議事前配布資料 

https://docs。google。com/open?id=0BzULjj2UpuPWYlZGMFVobmZldlU 

  

https://docs.google.com/open?id=0BzULjj2UpuPWYlZGMFVobmZldlU
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3.3. UNISON活動報告会 

担当：滝澤潤一（東大） 

代表者会議の終了後、UNISONの活動報告会を直前の UNISEC総会を引き継ぐ形で 14

時～18時まで武田ホールにて開催した。 

活動報告会では、UNISON 団体の各種活動を報告する場となる「一般公演」、

UNISEC/UNISON 全体への情報提供を狙った「特別講演」、UNISON の今年度の活動に

ついて議論する「UNISON 活動報告」を実施した。また、会の最後に首都大学東京で実

施中の CLTP3の活動・参加者紹介も実施した。以下それぞれについて簡単にまとめる。 

まず、一般公演では UNISON各団体より以下の 4件の発表を実施した。 

 「学生からの宇宙教育活動のアプローチ」 

小西隆介(慶應義塾大学) 

 「鳳龍弐号、開発から運用まで」 

岩井俊輔(九州工業大学) 

 「超小型衛星 OPUSAT開発と SPinldeプログラムの活用について」 

別所昂(大阪府立大学) 

 「ARLISSの今後に向けた取り組み」 

杉本悠太(電気通信大学)、中村友哉(AXELSPACE)、梯友哉(UNISAS代表) 

会全体の時間の都合上、各発表の時間を 15分しか確保できなかったものの、質疑応答な

どを含め、発表者と会場とで活発な意見交換が行われた。 

続く特別講演では、国連宇宙空間平和利用委員会議長の堀川康様、総務省の尾崎敦子様

より以下 2件の講演をいただいた。 

 「宇宙開発・利用の長期持続性 わが国が取り組む方向」 

国連宇宙空間平和利用委員会議長 堀川康 様 

 「小型衛星における周波数の国際調整について」 

総務省総合通信基盤局電波部電波政策課国際周波数政策室 尾崎敦子 様 

  

講演会の様子 

UNISON活動報告では昨年度の活動結果と今年度の活動計画につて前日の各 WG会議

や当日の代表者会議での議論をまとめる形で報告が行われた。決算・予算や各 WGの活動
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に加えて、UNISONの運営体制の確認や今年度の UNISONプロジェクトの内容紹介、新規

参加団体の紹介なども行い、充実した内容となった。 

 

学生代表挨拶 

 

WG活動報告 

活動報告終了後、首都大学東京の佐原先生より、7月より開始した第 3回 Cansat Leader 

Training Program (CLTP3)の経過報告とメンバーの紹介が行われ、最後に日大の宮崎先生

より、閉会のお言葉をいただいて UNISON活動報告会は終了となった。 

 

佐原先生による CLTPの報告 

 

宮崎先生による閉会の挨拶 

3.4. 懇親会 

担当：金井竜一朗（北大） 

 活動報告会の後、例年通り東京大学第 2食堂で懇親会が行われた。秋山先生の音頭によ

る乾杯の後、新たに設立された UNISEC 国際化のアドバイザリーボードの中から、株式

会社 IHIの村上様とスカパーJSATの江口様よりご挨拶を頂いた。 
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 その後は CLTP3参加者も交えながら、活発に交流が行われていた。 

  

 今年度の懇親会では、余興として UNISEC3択クイズ（UNISON代表からの賞品つき）

というものも行った。 

  

 そして、すっかり恒例となった各団体の代表による団体紹介。 
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最後は理事長永田先生の挨拶でお開きとなった。 

  

謝辞 

本イベントは、各大学の先生方、UNISEC事務局の方々の多大な支援の元、実施するこ

とができました。この場を借りてお礼申し上げます。また、お忙しいなか時間を作って

UNISAS-UNISON合同イベント、UNISAS-UNISON懇親会に参加いただいたUNISAS

の OB・OGの方々にもお礼申し上げます。 

最後に、各イベントは、参加している学生の皆さんの積極的な協力のおかげで円滑に運

営を行うことができました。運営側に不慣れな部分もあり、不手際もあったかと思います

が、無事運営できたのは皆さんの協力のおかげです。ありがとうございました。 

21日の各会議や懇親会、22日の活動報告会及び懇親会では SUNTORY様より飲料の提

供を頂き期間を通じて活用させていただきました。この場を借りて厚くお礼申し上げます。 

  

 


