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アジェンダ 
 

開始 終了 時間(分) 内容 発表者 資料 

10:00 10:10 0:10 学生理事挨拶 学生理事  

10:10 10:20 0:10 自己紹介 各団体代表 P.12

10:20 10:25 0:05 昨年度予算報告 学生理事 P.3 

10:25 10:29 0:04 昨年度活動報告（ランチャ共同利用） 桜井（秋田大）  

10:29 10:33 0:04            （光学観測） 小林（東海大）  

10:33 10:37 0:04            （GSN） 松本（電機大）  

10:37 10:41 0:04            （UNITEC-1） 米山（東北大）  

10:41 10:45 0:04            （ロケット安全基準） 川村（東海大）  

10:45 10:50 0:05 昨年度報告 質疑応答   

10:50 10:55 0:05 2010 年度 UNISON 体制説明 学生理事 P.4 

10:55 11:00 0:05 今年度予算概要 学生理事 P.3 

11:00 11:10 0:10 今年度予算 質疑応答   

11:10 11:15 0:05 UNISON プロジェクト 発表 小林（東海大） P.6 

11:15 11:25 0:10              質疑応答   

11:25 11:26 0:01              採択   

11:26 11:40 0:14              予算審議   

11:40 11:50 0:10 休憩（時間調整）   

11:50 12:20 0:30 WG  活動内容発表（各３分） 各 WG 代表 P.8 

12:20 12:25 0:05     予算調整案発表 学生理事 P.11

12:25 12:39 0:14     質疑応答   

12:39 12:40 0:01     決議   

12:40 12:45 0:05 まとめ   
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2009 年度UNISON会計報告 
 

2008 年度の繰越金 \331,156    

2009 年度予算 \1,374,000    

2009 年度支出 \1,243,928    

2010 年度への繰越金 \461,228    

     

支出内訳 支援予定金額 小計  

総会旅費支援 \300,000 \303,170  

WS 旅費支援 \300,000 \232,350  

学生理事活動支援 \320,000 \320,590  

UNITEC-1 \250,000 \178,425  

GSN \140,000 \135,464  

光学観測 \90,000 \0  
UNISON プロジェクト 

ランチャ相互利用 \120,000 \74,016  

その他 \204,000 \-87  

  ※次年度繰越金 ※利息他  

 支出合計 \1,724,000 \1,243,928  

 

2010 年度UNISON会計予算案 
 

2009 年度の繰越金 \461,228    

2010 年度予算 \1,344,000 ※学生会員：448 名  

     

支出内訳 支援予定金額   

総会旅費支援 \275,000   

WS 旅費支援 \500,000   

UNISON プロジェクト・WG 支援金 \600,000   

次年度繰越金 \430,228   

 支出案合計 \1,805,228   

 
＜総会旅費＞ 

北海道：¥30,000（1 名）、東北・中国・四国九州地方：¥20,000（10 名）、中部・近畿地方：¥15,000（3 名） 

＜WS 旅費＞ 

参考）2009 慶應：21 万、2008 秋田：86 万、2006 仙台：40 万、2004 九州：19 万 
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UNISON2010 体制 
 

UNISON WG 体制など、今年度の UNISON の取り組みについて、実施した経緯と目的、また

その具体的な活動内容について簡単に説明する。 
 
【UNISEC の現状・問題点】 

 UNISON 学生の勢いの無さ 
 近年、「以前ほどの勢いがない」先生方・OB/OG に言われることが多い。個々の団体で

の活動レベルは高くなってきていると思うが、UNISON 会計が旅費支援ばかりに使われ

るなど、UNISEC としての活動の“勢い”は低下していると考えられる。 
 そこで、何か新しいことを考え、実施していきたいと強く感じている。 

 学生会員（UNISON）の人数増加 
 UNISEC としての勢いが減少している原因のひとつにもつながるが、組織が大きくなり、

全体像が見えないという問題があるのではないかと考えている。 
 そこで、より分かりやすい組織体系を考える必要があると考えた。 

 “つながり”が疎遠 
 「大学衛星コンソーシアム」と「ハイブリットロケットグループ」がくっついて UNISEC

が設立しているにも関わらず、実際その意味をなしているか疑問に感じている。 
 また、ヨコのつながりだけでなく、OB/OG や先生方とのつながりも疎遠で、UNISEC

全体の強みを生かしきれていない気がする。 
 各団体がUNISECの中で活動。UNISEC全体として活動するべきではないか。 

 

人材育成 技術開発 アウトリーチ

UNISEC

ソトとのつながりヨコとのつながり、タテとのつながり

衛星・ロケットコラボ

独自衛星・独自打ち上げ

WEBによる情報共有
（資料データベース化、目安箱、会員名簿）

プロジェクトレビュー会

UNISEC運営の体系化

忘新年会、運動会、合宿

アウトリーチ推奨

• 技術力向上

• 社会的スキル
（マネジメント能力）獲得

• 人的ネットワーク構築

• 競争的な技術開発創出

• 宇宙開発への理解推進
（草の根活動）

• 宇宙開発の活性化
（第2のJAXAへ）
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【UNISEC の目的】 
 普段はモノづくりを行わない団体が工学に触れ、実際の宇宙を学ぶことができる。 
 時間や予算・人材などの要素を含むプロジェクトを通じて、社会スキルを学ぶことができる。 
 将来的に、何か大きなことを挑戦する際のネットワークを構築できる。 
 個々の団体のみで活動するよりも、協力と競争によって技術を向上できる。 
 500 人近くの宇宙好きにより、少しずつでも宇宙開発が理解されるように変えていける。 
 もっと広い宇宙開発のアプローチを提案できる。 etc…. 

 
【実施事項】 

 衛星・ロケットのコラボレーション 
 衛星とロケットで何かつながりを持ち、お互いの開発文化などの良い点を吸収し合う。 
 技術交流から人材交流まで活発に行ない、幅広い視野の人材を。 
 最終的に、UNISEC という組織で独自衛星を独自に打ち上げる！ 

 プロジェクトレビュー会 
 宇宙業界の一線で働く先生方や OB/OG と交流し、“利用していく”という考え方。 
 現在は、缶サットで「SPindle」として実施中。ロケット側も行いつつ、今後より体制を。 

 忘年会、新年会、合宿 
 UNISEC メンバーが集まる機会は総会、WS に限定され、顔を合わせづらい。 
 新しい創発的プロジェクトは飲み会で生まれたりもするため、とにかく話せる場を提供。 

 アウトリーチ 
 宇宙開発を理解してもらえるような草の根的活動。（あくまで片手間で。） 
 技術では「学会発表」、宇宙教育では「母校訪問」や、「地域住民との交流」を推奨。 

 WEB による情報共有 
 各団体・各 WG の活動進捗を更新し、UNISON 内での交流も深められるコンテンツを。 
 UNISEC という組織での財産はデータベース化。（UNITEC-1 など） 

 WG 体制 
 組織の拡大化に伴い、各作業を分担して、分かりやすく運営を実施。 
 UNISON の会計も使用しやすいように、各 WG である程度管理・使用。（WG 支援金） 

（ロケットの UNISON ランチャなど定常的に予算が必要なプロジェクトがあった。） 

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）
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UNISONプロジェクト 
 
 
【ロケット搭載計測機器製作プロジェクト】 
 
0. プロジェクトの期間 

通常プロジェクト 
 
1. プロジェクト名称 

ロケット搭載計測機器製作プロジェクト 
 
2. プロジェクト代表者氏名 

氏名（フリガナ）： 小林 直樹 
E-mail：  公開用資料により省略 
大学：  東海大学 
所属団体名： 東海大学学生ロケットプロジェクト(TSRP) 
学年：  学部３年 

 
3. プロジェクト参加者名（大学名も入れてください） ※未定でもかまいません 

合計人数：５名 
筑波大学宇宙技術プロジェクト 
 学部３年 永井康仁 
 学部２年 千葉裕介 
東海大学学生ロケットプロジェクト 
学部３年 小林直樹 
学部２年 小黒純平 

佐藤陽介 
※ 申請後も参加者を募集する予定である。 

 
4. プロジェクト目的と内容 

現在、UNISEC に加盟しているロケット団体では、電子回路の担当者が不足し、技術継承も満足に

行な 
えていないのが現状である。このままでは、今まで積み上げてきた電子回路技術が失われかねない。ま

た、電子回路の技術を持ち合わせておらず、ロケット飛翔時の加速度や気圧のデータを取得できていな

い団体も存在する。さらに、加盟団体の多くは打ち上げ回数を着実に重ね、十分な経験を積んでいると

ころである。ゆえに、今後ロケットの打ち上げを成功させるという実験目標から、各々の設定した目標

に対してロケットの打ち上げ実験を行なう段階に移行していくと考えられる。そこで目標が達成できた

か評価する際には、加速度や気圧のデータからロケットの飛翔状態を知ることが重要になる。 
 本プロジェクトでは、各団体の電子回路担当者の交流を図り、勉強会等により各団体が保有する電子

回路技術を共有し保存すると共に、UNISECの標準型計測機器を製作することにより、今後のロケット

飛翔状態の計測技術の核を作ることを目標としている。 
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5. プロジェクトの実施（または成功）により期待される成果 

 １、各団体の電子回路技術の共有による技術レベルの維持又は向上 
 ２、UNISEC標準型の搭載計測機器の設計資料を残すことにより、製作技術が失われた場合でも、再度

計測 
機器を作ることのできる環境の整備 

 ３、計測機器を未搭載のロケット団体へのロケット飛翔中のデータ取得の機会の提供 
 
6. プロジェクトスケジュール 

[８月] 
上旬：能代宇宙イベントで打上げ予定のロケットに搭載される計測機器の情報共有（計測機器の仕様等） 

 中旬：能代宇宙イベント参加団体の技術交流会でのディスカッション 
 下旬：能代宇宙イベント打上げ後の搭載計測機器の情報共有（解析状況や問題点の把握等） 
[９月～１１月] 

  大まかに計測機器、データ記録機器、電源供給機器の３つのテーマに分け、それぞれ３～４週間に区切

り、勉強会を行なう。会議や勉強会はSkypeやGoogleグループを使用したテレビ電話やチャットを使

用する。その後、８月から１１月までの活動結果を中間報告書としてまとめ、UNISEC内部に公開する。 
[１２月～１月] 
 UNISECワークショップでの中間報告 

計測機器、データ記録機器、電源供給機器の３つの設計チームに分かれ、回路設計を行なう。 
[２月] 
 設計終了後、必要物品の購入し、搭載計測機器の製作を行なう。 
[３月] 
製作した計測機器の動作試験 

[３月以降] 
 製作が無事スケジュール通りに終了場合は、打上げ実験を予定している団体のロケットに製作機 
器を搭載し、データ取得を行なう。 

[７月] 
UNISEC最終総会での報告 

 
7. 申請金額 

プロジェクトの活動費として、１０万円申請いたします。 

 

8. プロジェクト予算案 

加速度、気圧計測機器の製作代：６万円 
（加速度センサー、気圧センサー、基板、OPアンプ、コンデンサー、抵抗、配線 等） 

データ記録機器の製作代：３万円 
 （EPROM、SDカード、ソケット、基板、OPアンプ、コンデンサー、抵抗、配線 等） 
電源供給機器の製作代：１万円 
 （電池、基板、レギュレーター、OPアンプ、コンデンサー、抵抗、配線 等） 

合計：１０万円 
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WG支援金 
 
【ロケット WG】 
WG名 ロケットWG

WG概要

代表者 井上　真求
副代表

７月 ランチャー付与システム開発(ユニゾン)
８月 能代宇宙イベント
９月

１０月 ランチャー点検(ユニゾン)
１１月 ランチャー補修(ユニゾン)、ロケットの打ち上げ(秋田大)
１２月 WSでの活動報告

１月 ランチャー付与システム開発(ユニゾン)
２月 ランチャー付与システム開発(ユニゾン)

３月
ロケットの打ち上げに使用(予定）(ユニゾン)
ランチャー付与システム運用(ユニゾン)

４月
５月 発射台点検・補修(秋田大)
６月

活動予算案 84,530\                      

物品名 概要 単価 回数・個数 合計 備考
ボルト・ナット類(秋田) 劣化したボルト・ナット類の交換。 10,000\          1 10,000\          

ランチャー維持費(秋田）
発射台保管時，部品のさびを防ぐために油を部品に塗
布し，保管するため。

10,000\          1 10,000\          

予備レール(秋田) 発射台のレールが破損した際に打上実験を行うため。 9,765\            2 19,530\          

ランチャー付与システム開発費(ユニゾン)
より正確な方位角、打ち上げ角を入手するための新たな
方位計、角度計の開発

30,000\          1 30,000\          

ランチャー維持費(ユニゾン) ランチャーの維持に必要な部品、工具、さび止め代 15,000\          1 15,000\          

スケジュール

ロケット団体を把握し、共有物品の維持管理などを行う。主に発射台共同利用のための保守・管理・運用、及び能代宇宙イベント
等での打上実験時のロケット飛翔観測を行っていく。

 
 
【GSN WG】 
WG名 GSN-WG (Grand Station Network - Working Group ) 

WG概要

代表者 東京大学　三川祥典

副代表 東北大学　米山明里

GSN-WS

７月 GSN-WS

毎年UNISEC総会に合わせて実施している
GSN全大会です。1年間の各局の活動報告や
新規加入者向けにレクチャーを実施するな
ど、情報共有の場として機能しています。

UNISEC総会　 UNISEC総会

８月 衛星RAX初期運用協力体制 UNISONプロジェクトの報告を行います

９月 衛星RAX初期運用協力体制

１０月
これら打ち上げの衛星RAXの初期運用協力
をGSN局で行います

１１月 宇宙科学技術連合講演会 宇宙科学技術連合講演会

UNISEC-WS
GSN活動の成果報告を行う予定です。ソフト
ウエアGROWSの導入活動の進捗報告を行う
予定です.

１２月
１月 定例MTG

２月
月1でチャットMTG行っています。各局の近況
やGSNソフトウエアの導入状況等報告を行い

３月 GSNソフトウエアの導入取り組み

４月 新年度体制
GSNで独自に開発した地上局ソフトウエアの
導入を促進する活動です。

５月 アウトリーチ活動

６月
GSNの活動を外に発信する活動です。学会
で活動成果発表や小学校や科学館で地上局
に関する課外授業を実施等が上げられます.

活動予算案 250,000\                     

物品名 概要 単価 回数・個数 合計 備考
WS交通費 参加者の旅費支援 100,000\      100,000\         

学会発表交通費 発表者の旅費支援 50,000\        50,000\          
アウトリーチ活動　 旅費支援 50,000\        50,000\          

ネットワークカメラ アンテナ監視用 50,000\        2 50,000\          

GSNソフトウエアを導入し外部
から操作可能となった局に対
し配布する予定です.(これは
GSNのソフトを導入すると局を
外から勝手に遠隔操作する事
が可能となるからです).アンテ
ナの管理・監視の目的で使用

スケジュール

活動説明

衛星通信局(Grand Station)をネットワークを介して相互に協力可能な地上局システムの構築を目指し、システムの構築とネットワークを広
げる活動を行っています.具体的に、.GSN内で開発した地上局ソフトウエアの導入促進する活動をメインに行っています。また、国内外の衛
星の受信協力支援.　GSNの活動を周知してもらうよう、学会発表や課外授業の実施ななどアウトリーチ活動にも力をいれている方針です。

GSNソフトウエアの
導入取り組み

定例MTG

アウトリーチ活動
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【安全管理 WG】 

WG名 ロケット安全管理

WG概要

代表者
副代表

７月 skype会議
８月 skype会議
９月 能代イベント後全体会議

１０月 skype会議
１１月 skype会議
１２月 WSにて活動報告

１月 skype会議
２月 skype会議
３月 skype会議
４月 skype会議
５月 全体会議
６月 skype会議

活動予算案 300,000\                     

物品名 概要 単価 回数・個数 合計 備考
交通費 会議旅費支援 100,000\        3 300,000\         2010年6月全体会議1回分

スケジュール

本WGはロケットの打ち上げに関する安全基準の策定、改定を行い、内容を公開することでロケットの開発を
行うにあたり、UNISEC加盟団体の安全に対する意識の向上および事故を未然に防止することを目的とする。

 
 
 
【ロケット衛星 WG】 

WG名 ロケット衛星WG
WG概要 ロケット団体と衛星団体の技術的交流をとおしてUNISEC内団体の技術レベルの底上げを目指す

代表者 石黒隆史（東海大）
副代表 瀬戸裕基（九大PLANET-Q）

７月 UNISEC総会
８月 能代宇宙イベント
９月

１０月
１１月 宇宙科学技術連合講演会にて発表
１２月 WSにて活動報告

１月
２月
３月
４月 備考： 能代宇宙イベント後は今年の反省を生かしながら次年度のコラボ検討
５月
６月 PLANET-Q-東京理科大チームのコラボ予定

活動予算案 80,000\                                       

物品名 概要 単価 回数・個数 合計 備考

宇科連旅費補助 宇科連発表者の旅費補助 40,000\          1 40,000\          
航空券往復(福岡→静岡)　\35,000
宿泊費　　　　　　　　　　　　　 \5,000

交通費 会議旅費支援 20,000\          2 40,000\          
総会前の会議旅費補助
(総会旅費補助該当者以外に適用
秋田大,PLANET-Qに各最大2万)

スケジュール

能代宇宙イベントではデモとして東海-東工大チーム，秋田-慶応
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【ARLISS 運営 WG】 

WG名 ARLISS運営WG
WG概要 ARLISS参加チームの取りまとめおよび本番の運営を行う

代表者 須藤雄哉
副代表 土岐周平

７月 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PDR
８月 能代宇宙イベント(19～22日)　　　　　　　　　　　　　　CDR
９月 ARLISS（13～17日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１０月 SPindle 結果報告会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 LLR
１１月
１２月 WORKSHOP

１月
２月
３月 2011年度ARLISS運営代表決定
４月
５月                                                                  MDR
６月                                                                  SSR

活動予算案 617,825\                     

物品名 概要 単価 回数・個数 合計 備考
気球 ARLISSに向けたCansatの投下実験のための気球 40,000\          1 40,000\                        

Spindle調査費
今年度より新たに始めたSpindleによる成果を前年度と比
較するために行ったアンケート調査に対する謝礼金

2,000\            9 18,000\                        

能代旅費(代表) 詳細は※1に記述 \22,253 3 66,760\                        
ARLISS旅費(代表) 詳細は※2に記述 \156,355 3 469,065\                      

スケジュール

会議旅費 総会時の会議 \2,000 12 24,000\                        

SPindle
2010

SPindle2
011

  

※能代・ARLISS 予算は UNISEC 予算のため省略 
 
 
【広報 WEB WG】 
WG名 広報・WEB WG
WG概要 UNISEC及びUNISONの内部交流活性化及び外部広報を行う。

代表者 横田　一毅 （九州大）
副代表 中澤　賢人 （電通大）

７月 UNISON HP作成

９月 UNISON HP運用

１２月 UNISON HP運用
１月 UNISON HP運用
２月 UNISON HP運用

４月 UNISON HP運用
５月 UNISON HP運用
６月 UNISON HP運用

活動予算案 195,000\                            

物品名 概要 単価 回数・個数 合計 備考

母校訪問プロジェクト諸経費 実施者への補助 30,000\          3 90,000\          往復交通費30,000円

月額5,000円、12ヵ月分

往復交通費5,000円
製作材料費等10,000円

45,000\          

HPサーバ借用代 UNISEC HPのデータベース用 60,000\          60,000\          1

3小中高生との交流諸経費 実施団体への補助 15,000\          

３月
UNISON HP運用
小中高生との交流

スケジュール

８月
UNISON HP作成・運用
UNITEC-1データベース化

１１月

１０月
UNISON HP運用
母校訪問プロジェクト
UNISON HP運用
母校訪問プロジェクト
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【交流会 WG】 

WG名 交流会WG
WG概要 団体間の交流を活発化させ，新しいアイディア・企画誕生を促す．

代表者 川村　尚史 東海大学大学院M1
副代表 春木　美鈴 横浜国立大学大学院M1

７月 UNISON/UNISAS合同イベント，懇親会運営
８月
９月 事務所での交流会

１０月 UNISECイベント
１１月 事務所での交流会もしくは，就活を意識したOB,OG交流会
１２月 WS交流会企画

１月 事務所での交流会
２月 事務所での交流会またはイベント
３月 事務所での交流会
４月 事務所での交流会
５月 事務所での交流会
６月 事務所での交流会

活動予算案 170,000\                     

物品名 概要 単価 回数・個数 合計 備考
飲食物 事務所での交流会に用いる飲食代20人×11回 500\              220 110,000\         
イベント補助 交流会で実施するイベントの補助 30,000\          1 30,000\          

スケジュール

OB･OGへの謝礼 OB･OG訪問時，講演者への謝礼 5,000\            6 30,000\           
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【WG 支援金予算案】 
（申請額まとめ） 

WG 申請額合計 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 84,530\              -\             -\             84,530\     -\             -\             -\             
GSN 250,000\             100,000\    50,000\     50,000\     50,000\     -\             -\             
安全管理 300,000\             300,000\    -\             -\             -\             -\             -\             
ロケット衛星 80,000\              40,000\     40,000\     -\             -\             -\             -\             
ARLISS 82,000\              24,000\     -\             40,000\     -\             18,000\     -\             
広報WEB 195,000\             -\             -\             60,000\     135,000\    -\             -\             
交流会 170,000\             -\             -\             -\             -\             30,000\     140,000\    

1,161,530\           

 
（予算案） 

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\              

 
（予算案決定ルール） 

 会議旅費 ：総会に併設されているものは減額し、一律 2 万に設定。 
 学会旅費 ：成果が発表者に帰属するため、支援なし。 
 備品代等 ：基本的に全額支援。ロケットは昨年度実績を踏まえ端数切捨て。 
 アウトリーチ：広報 WEB に資金を一元化。必要な際に広報 WEB に申請。  
 謝金 ：支払い対象者が UNISEC 関係者のため、支援なし。 

（外部講師などを対象とする場合、別途相談。） 
 イベント ：イベント補助 3 万を減額後、飲食代申請額の 8 割で計算。 
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参考資料 
 
【UNISON プロジェクト募集要項】 
 

2010 年度（20010 年 7 月 1 日～20010 年 6 月 30 日） UNISON新規プロジェクト応募要綱 

 
UNISON は宇宙工学を専門とする大学の連合として、日本の宇宙開発における「知の拠点」として相

応しい研究活動を推進し、学生による萌芽的な研究、プロジェクト活動を支援しています。 
学生らが中心となった、勉強会・検討会・期間を必要としないものづくりプロジェクトなどを対象とし

て、支援を行います。また、UNISECワークショップまでを期限とした約半年で完了する、ショートプロ

ジェクト枠もあります。 
本年度のUNISONプロジェクト募集に関しては、以下の応募要綱により行います。 

 
1. 採用条件と審査基準  
・ UNISEC加盟団体に所属する学生がコーディネートする宇宙関連プロジェクトであること 
・ 目標が明確であり、その過程において解決すべき課題に対する成算があること 
・ UNISEC/UNISON および加盟団体の発展に貢献しうる、又は宇宙開発の裾野を広げ、新しい技術フ

ィールドを開拓しうるものであること 
 
通常プロジェクト 
・ 基本的には、1年間でプロジェクトが終結すること 
 
ショートプロジェクト（前期・後期） 
・ 基本的には、半年でプロジェクトが終結すること 
 
採用の可否は、UNISEC 加盟団体の学生代表者が上記の点を総合的に評価し、協議の上で決定する。 
UNISONは、支援が決定したプロジェクトについて、全体理事会に報告する。 

 
2. 応募方法  
所定の用紙に記入の上、学生理事（神保・梯） までメールにて提出のこと。 
学生理事 unison_rep@unisec.jp

 
0) プロジェクトの期間 
プロジェクトは2010 年12 月ワークショップまでを期限とするショートプロジェクト、2011 年7 月総

会までを期限とする通常プロジェクトのどちらかを選ぶことが出来る。 
1) プロジェクト名称 
プロジェクトの内容が端的にわかる名称を付けること。 

2）提案代表者名および所属、学年、連絡先（Email、電話、住所）  
通常プロジェクトの場合は代表者もしくは代理の者が翌年の総会および代表会議にて総括できること。 

3）プロジェクト参加者名簿  
正式採用後に募集しても構わない。ただし、代表者は応募の際必ず決定すること。 

4）プロジェクトの目的と内容 
プロジェクトが何を目的とするのか。その目的を達成するための手段について記述する。 
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5）プロジェクトの実施（または成功）により期待される成果 
プロジェクトを実施、またはプロジェクトが成功した際に得られる成果がUNISEC/UNISONおよび加

盟団体の発展にどのように貢献しうる、又は宇宙開発の裾野を広げ、新しい技術フィールドを開拓しう

るものであるかを記述すること。 
6）プロジェクトスケジュール  
大まかなプロジェクト終了までのスケジュールについて記述する。 
ショートプロジェクトの場合は20010年12 月のワークショップでの最終報告、通常プロジェクトでは

ワークショップでの中間報告及び、20011年7 月の最終総会での報告を必ず入れること。 
7）申請金額 

ショートプロジェクトは原則として8万円、通常プロジェクトは原則として25万円を上限とする。 
ただし、プロジェクトの応募数によっては予算の都合から上限の変更もあり得る。その際は採択会議

にて各代表の承認のもと上限額を再決定するものとする。 
追加支援が必要となった場合、適切な理由がある場合はこれを認める。  

8）予算案 
何に、いくら使うかということを簡潔にまとめること。 
飲食代、パソコンなどの汎用品の購入は認められない。 

 
3. 知的所有権について 
プロジェクトを行うことによって得られる成果、およびそれに付随して生ずる一切の権利は、申請者ら

とUNISECが共同で管理するものとする。これは、プロジェクトの成果はUNISEC加盟団体に広く公開

すべきであるという活動趣旨に基づいた判断である。 
特許管理などを所属大学の知的財産管理部などに依頼すると、UNISEC内での利用にも使用料が生じる

可能性があるので、このような場合は必ず事前にUNISONまで連絡すること。 
 
4. 学会発表等について 
学会発表を奨励する。ただし、当該プロジェクトがUNISONの支援を受けたものである旨を記述するこ

と。 
UNISONは学会および各種発表会において、採用されたプロジェクトをUNISONの取り組みとして紹

介をする、もしくは講演を依頼することがある。 
 
5. プロジェクト報告  
採用プロジェクトは以下の報告を行うものとする。発表者に関しては、別枠で旅費の支援を行う。 

 
1）2010年12月のワークショップにて中間報告 、ショートプロジェクトの場合は最終報告 
2）3 月にAnnual Report 用の報告書提出、ショートプロジェクトの場合も同様 
3）通常プロジェクトのみ、2011年度7 月総会にて最終報告 
 
6. 応募締め切り  
2010年7月9日（金）必着 
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【WG 支援金】 
 

2010 年度 UNISON WG支援金 応募要綱 

 
UNISONでは、UNISECにおける活動内容の明確化や具体化を目的として、学生主体のワーキンググ

ループ（WG）を設立し、専門的な活動を推進しています。 
WG支援金は、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、活動を活性化させます。 
本年度のUNISON WG支援金に関しては、以下の応募要綱により行います。 

 
7. 対象 WG  
既存WG 
衛星WG、ロケットWG、地上局WG、安全管理WG、ロケット衛星WG、ARLISS運営WG 
能代運営WG、広報・WEB WG、ワークショップWG、交流会WG （2010/06/24現在） 

新規WG 
以下の条件を満たす活動は、新規WGへの申請が可能である。 

・ UNISEC加盟団体に所属する学生が主体となり、定常的な活動が必要な活動を実施すること 
・ 目標が明確であり、その過程において解決すべき課題に対する成算があること 
・ UNISEC/UNISON および加盟団体の発展に貢献しうる、又は宇宙開発の裾野を広げ、新しい技術フ

ィールドを開拓しうるものであること 
 
既存WGは、年間の活動予算案を提出し、その他WGとの兼ね合いで支援金額を決定する。 
新規WG設立はUNISEC加盟団体の学生代表者が上記の点を総合的に評価し、協議の上で決定する。 
UNISON WGは、支援が決定したプロジェクトについて、全体理事会に報告する。 

 
8. 応募方法  
既存WGは、所定の用紙に予算案を記入の上、学生理事（神保・梯） までメールにて提出のこと。 
学生理事 unison_rep@unisec.jp
 

※1 飲食代、パソコンなどの汎用品の購入は認められない。 
※2 WG支援金の応募は必須ではなく、任意である。 
 
9. 学会発表等について 
学会発表を奨励する。ただし当該活動がUNISONの支援を受けたものである旨を記述すること。 
UNISON は学会および各種発表会において、WG の活動を UNISON の取り組みとして紹介をする、

もしくは講演を依頼することがある。 
 
10. 応募締め切り  
2010年7月9日（金）必着 
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参加者一覧 
 

団体名 氏名 投票権 備考
1 慶応義塾大学　Keio Team Wolve'Z 梯友哉 UNISON代表
2 東海大学学生ロケットプロジェクト 神保明菜 UNISON代表
3 CORE 功刀公太 ○
4 秋田大学 川端洋 WG代表（代理）
5 秋田大学 浦本真太郎
6 秋田大学 櫻井勇太 ○ UNISONプロジェクト代表
7 秋田大学 竹内悟
8 慶応義塾大学　Keio Team Wolve'Z 須藤雄哉 WG代表
9 慶応義塾大学　Keio Team Wolve'Z 松村哲哉 ○

10 創価大学 毛内健 ○
11 東海大学学生ロケットプロジェクト 小林直樹 UNISONプロジェクト代表
12 東海大学学生ロケットプロジェクト 川村尚史 WG代表/WG代表（代理）
13 東海大学学生ロケットプロジェクト 小谷彬 ○
14 東海大学学生ロケットプロジェクト 石黒隆史 WG代表
15 東京工業大学動設計学研究室 小沢直樹 ○
16 東京大学中須賀研究室 末廣知也 ○
17 東京都市大学宇宙システム研究室 鈴木秀亨 ○
18 東京理科大学 山田皓司 ○
19 京都大学生存圏研究所 福原始 ○
20 九州大学PLANET-Q 土井彰 ○
21 九州大学宇宙機ダイナミクス研究室 横田 一毅 WG代表
22 九州大学宇宙機ダイナミクス研究室 池田沙織 ○
23 九州大学宇宙機ダイナミクス研究室 有吉雄哉 一般参加
24 工学院大学CanSatプロジェクト 鈴木直人 ○
25 工学院大学CanSatプロジェクト 菅野友樹 一般参加
26 香川大学 能見研究室 内田温子 ○ WG代表（代理）
27 首都大学東京宇宙システム研究室 土岐周平 ○
28 大阪府立大学宇宙環境利用工学研究室 小野達也 ○
29 大阪府立大学小型宇宙機システム研究センター 田中康平 ○ WG代表
30 電気通信大学髙玉研究室 佐藤史盟 ○
31 都立産業技術高専宇宙科学研究同好会 成田太航 ○
32 東京工業大学松永研究室 石坂和也 ○
33 東京電機大学プロジェクトエフ 松本健 ○ UNISONプロジェクト
34 東北大学　吉田・永谷研究室 米山明里 WG代表/UNISONプロジェクト
35 東北大学　吉田・永谷研究室 福田和史 ○
36 日本大学　宮崎研究室 相浦啓司 ○
37 北海道工業大学　佐鳥研究室 島谷悠花 ○
38 和歌山大学宇宙開発プロジェクト 廣田達也 ○
39 和歌山大学宇宙開発プロジェクト 河瀬裕美 一般参加
40 和歌山大学宇宙開発プロジェクト 井上真求 WG代表

：旅費支援者
投票権 ：各団体１票

UNISON会議　出席者リスト
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UNISON 代表者会議 
2010/07/24 
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UNISON 代表者会議 
2010/07/24 

 
名札用の紙 
 
エコで簡単 3 Step！ 
① この紙を取り外す。 
② 所属・学年・名前を書く！ 
③ 四つ折りにして、三角形を作成！ 
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