
タイムテーブル (確定版)

2017/12/08

Day 1: 2017.12.09 (SAT)

開始時刻 終了時刻 所要時間 プロ ラ タイトル 壇者 担当者 場所 備考欄

09:30 10:00 00:30 受付 - 2F ホワイエ (A210.3)

10:00 10:30 00:30 開会式 / UNISON活動報告 八島 (東工大) 賀来 (首都大) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

10:30 10:45 00:15 --- 移動時間 ---

10:45 12:00 01:15 各WG 活動時間枠

(CanSat WG) 4F(北) 第3講義室 (A423.1)

(ロ ットWG) 八島 (東工大) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

国際周波数勉強会 坂本先生 (東北大) 2F(北) 大会議室 (A230)

12:00 13:00 01:00 --- 昼休憩 ---

13:00 13:45 00:45 各WG 活動時間枠

(CanSat WG) 4F(北) 第3講義室 (A423.1)

(ロ ットWG) 八島 (東工大) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

国際周波数勉強会 坂本先生 (東北大) 2F(北) 大会議室 (A230)

13:45 14:00 00:15 --- 移動時間 / 休憩 ---

14:00 16:00 02:00 各WG 活動時間枠 / 教員会議

(CanSat WG) 4F(北) 第3講義室 (A423.1)

(ロ ットWG) 八島 (東工大) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

(衛星WG) 賀来 (首都大)
3F(南) 第5講義室 (A311) 集合場所:

3F(南) 第5講義室 (A311)5F(東) 第2講義室 (A502)

教員会議 2F(北) 大会議室 (A230)

16:00 16:15 00:15 --- 移動時間 ---

16:15 18:00 01:45 研究開 ル プ 会合 / UNISON 全体MTG

研究開 ル プ会合 2F(北) 大会議室 (A230)

UNISON 全体MTG 八島 (東工大) 賀来 (首都大)

2F 汐黎ホ ル (A210.1)

集合場所:
2F 汐黎ホ ル (A210.1)

3F(南) 第5講義室 (A311)

5F(東) 第2講義室 (A502)

7F(東) 第1講義室 (A703)

18:00 20:00 02:00 懇親会 八島 (東工大) 賀来 (首都大) 2F 学生食堂 (B207.2)

Day 2: 2017.12.10 (SUN)

開始時刻 終了時刻 所要時間 プロ ラ タイトル 壇者 担当者 場所 備考欄

09:30 11:30 02:00 タ ッ ョン 八島 (東工大) 賀来 (首都大)
2F

汐黎ホ ル周辺

11:30 12:00 00:30 FY29 UNISON PROJECT (追加分) 八島 (東工大) 賀来 (首都大) 汐黎ホ ル (A210.1)

12:00 13:00 01:00 --- 昼休憩 ---

13:00 13:30 00:30 講演 総務省

2F 汐黎ホ ル (A210.1)
13:30 14:00 00:30 講演 　宇宙工学 イ 都立高専 石川先生

14:00 14:10 00:10 各種告知枠 (調整中)

14:10 14:15 00:05 (口頭 表) 諸注意，概要説明，各種案内 賀来 (首都大)

14:15 14:30 00:15 --- 移動時間 ---

14:30 16:45 02:15 口頭 表 10分/1団体 ( 表: 8分，質疑応答: 2分)

(14:30) (15:05) (0:35) 第1タ

01 自作エン ン (ロ ットWG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

03 カ バッ  I (CanSat WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 3F(南) 第5講義室 (A311)

06 設計 試験 軌道上実証 I (衛星WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F(北) 大会議室 (A230)

(15:05) (15:40) (0:35) 第2タ

02 放出機構 I (ロ ットWG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

03 カ バッ  II (CanSat WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 3F(南) 第5講義室 (A311)

06 設計 試験 軌道上実証 II (衛星WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F(北) 大会議室 (A230)

(15:40) (16:15) (0:35) 第3タ

02 放出機構 II (ロ ットWG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

04 ッ ョン (CanSat WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 3F(南) 第5講義室 (A311)

06 設計 試験 軌道上実証 III (衛星WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F(北) 大会議室 (A230)

(16:15) (16:45) (0:30) 第4タ

02 放出機構 III (ロ ットWG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F 汐黎ホ ル (A210.1)

05 ネ ント 教育 (衛星WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 3F(南) 第5講義室 (A311)

06 設計 試験 軌道上実証 IV (衛星WG) (口頭 表 プロ ラ 参照) 2F(北) 大会議室 (A230)

16:45 16:55 00:10 --- 移動時間 ---

16:55 17:10 00:15 講演 内閣府

2F 汐黎ホ ル (A210.1)17:10 17:20 00:10 UNISAS 活動報告

17:20 17:30 00:10 表彰式 / 閉会式 八島 (東工大) 賀来 (首都大) 宇宙 イ  結果 表含む



(確 版)

2017/12/08

A会場 2F 汐黎  (A210.1) B会場 3F(南) 第5講義室 (A311) C会場 2F( ) 大会議室 (A230)

第1

14:30
-

15:05

Theme 1: 自作 ン ン ( ッ WG)

第1

14:30
-

15:05

Theme 3: ッ  I (CanSat WG)

第1

14:30
-

15:05

Theme 6: 設計 試験 軌道上実  I (衛星WG)

01-01 CORE 自作 ン ン開発 概要 報告 03-01 筑波大学
宇 技術

筑波大学宇 技術
能代宇 ン CanSatコン ョン参加活動報告

06-01 首都大学東京
宇 研究室

ッ 探査衛星“ORBIS” 開発

01-02 東海大学 ン ン
学生 ッ

東海大学学生 ッ ン ン開発史 03-02 室蘭工業大学
SARD SARD ッ  活動報告 06-02 創価大学

衛星開発
創価大学 次期衛星開発 紹介

01-03 神奈 大学
高野研究室

自作 ン ン及び打 上 全体報告 03-03 九 大学
PLANET-Q Android ン 用い ン ッ CanSat開発 06-03 都立産業技術高等専門学校

宇 科学研究同好会
都立産業技術高専 衛星 活動報告
非 立体展開機構 連射固体

休憩 / 調整時間 休憩 / 調整時間 休憩 / 調整時間

第2

15:05
-

15:40

Theme 2: 放出機構 I ( ッ WG)

第2

15:05
-

15:40

Theme 3: ッ  II (CanSat WG)

第2

15:05
-

15:40

Theme 6: 設計 試験 軌道上実  II (衛星WG)

02-01 秋田大学
学生宇

放出機構概要 い 03-04 鳥取大学
宇 開発研究会

鳥取大学宇 開発研究会(T-SAT) 活動報告 06-04 静岡大学
宇 観測小型衛星Stars-AO 開発，
SATTや 活動報告

02-02 九 大学
PLANET-Q PLANET-Q 離機構 い 03-05 慶應義塾大学

LYNCS 来年度以降 CanSat活動 対す 提案 06-05 東京工業大学
動設計学研究室

東京工業大学 動設計学研究室 活動報告

02-03 東京農工大学
宇 工学研究部 Lightus 新 減 装置放出機構 03-06 東京理科大学

木村研究室
2017年度 東京理科大学木村研究室 活動報告 06-06 筑波大学

結
筑波大学 結 活動報告

休憩 / 調整時間 休憩 / 調整時間 休憩 / 調整時間

第3

15:40
-

16:15

Theme 2: 放出機構 II ( ッ WG)

第3

15:40
-

16:15

Theme 4: ッ ョン (CanSat WG)

第3

15:40
-

16:15

Theme 6: 設計 試験 軌道上実  III (衛星WG)

02-04 東 大学
FROM THE EARTH FROM THE EARTH 放出機構 開発 04-01 芝浦衛星

第13回能代宇 ン 大会報告及び
ッ ョンCanSat い 諸報告

06-07 九 工業大学
衛星開発

九 工業大学 衛星開発

02-05 千葉工業大学
SPARK 放出機構 開発概要 報告 04-02 慶應義塾大学

Wolve'Z
2017年度CanSat ッ ョンコン ，
ARLISS結果報告 06-08 東京工業大学

松永 中西研究室
東工大 松永 中西研究室
小型衛星開発  2017

02-06 徳島大学
ッ

徳島大学 ッ  活動報告 04-03 電気通信大学
高玉研究室

電気通信大学高玉研究室活動報告

休憩 / 調整時間 休憩 / 調整時間 休憩 / 調整時間

第4

16:15
-

16:45

Theme 7: そ 他 ッ 関連 ( ッ WG)

第4

16:15
-

16:45

Theme 5: ネ ン 教育 (衛星WG)

第4

16:15
-

16:45

Theme 6: 設計 試験 軌道上実  IV (衛星WG)

07-01 高知工科大学
RaSK GSE 改良 関す 概要 報告 05-01 東海大学

衛星
缶 コ 用い 教育 06-09 九 大学

宇 機 研究室
IDEA In-situ Debris Environmental Awareness
良い宇 状況認識 目指

07-02 立命館大学
RiSA

ッ 、能代宇 ン 大型 ッ 公開
打 上 い 誤射 い

05-02 日本大学
宮崎 山﨑研究室

超小型模擬人工衛星HEPTA-Sat 用い
ン ン ン

06-10 東 大学
田 桒原研究室

地球高層大気観測衛星 地上評価環境 構築

05-03 大阪府立大学
小型宇 機 研究 ン

MBSE 基 く超小型衛星 開発体制 い

1 発表時間 原則1団体 10 い す．

2 質疑応答 時間 上記時間枠 含 す．(目安: 発表8 ，質疑応答2 )

3 5 1鈴，8 2鈴，10 3鈴 す．2鈴時点 発表 終わ い い場 ，発表 途中 発表 上 う 調整 く い． ，3鈴時点 終了 い い場 ， や 発表 終了 ，次 団体 交代 く い．

4 3枠:1 組 い す ，発表数 都 ，2枠 い 箇所 あ す．余剰時間 い ，発表時間 調整や休憩時間 調整 他，団体間 交流 実施 く い．

5 発表 事前 会場 PC 保存済 す．運営側 開い 状態 あ す．提出後 ァ 変更 あ 場 ，休憩時間中 ァ 差 替え く い． ，訂正後 ァ 後日UNISON代表 提出く い．

6 原則運営側 PC 発表 行 く い． ， 自身 PC 実施せ 得 い状況 あ 場 ，休憩時間等 利用 事前 接続確認 行 く い．


