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Abstract: This paper presents a reference trajectory in the terminal area energy management (TAEM) phase for a space transportation 

system HIMES. TAEM phase is consisted of three sub-phase of S-turn, HAC homing and HAC tracking. Based on the dynamic 

characteristics of the HIMES, the trajectory for these three phases were designed. Furthermore, the validity of the designed reference 

trajectory is verified by applying the tracking control system. 

 

1. はじめに 

将来宇宙輸送系の帰還飛行は，制御目的の切り替え

や空力舵面の利用の有無で，再突入，エネルギー調

整，進入・着陸の 3つのフェーズに分けられる．中で

も，エネルギー調整(Terminal Area Energy Management 

:TAEM)フェーズは，再突入フェーズ終了時の位置や

速度のばらつきにより，開始地点を事前に一意に定め

られず，初期値を固定した基準軌道では対処できない． 

この問題に対して文献[1]では，事前に複数の想定さ

れる基準軌道を設定し，飛行時の計算負荷を軽減させ

て，軌道生成を行う方式を提案している． 

本稿では，文献[1]を参考に，JAXAの実験機 HIMES

の機体データを基に，基準軌道を設計し，その妥当性

を評価した結果について述べる．特に，設計した基準

軌道では，最初の S ターンにおいて，任意の開始地点

から適切な終了位置と速度を指定可能な方式で構成し

た．さらに，設計した基準軌道の妥当性を，速度に関

する追従制御系によって検証した． 

 

2. エネルギー調整フェーズについて 

 本稿で取り扱う TAEM フェーズは，再突入フェー

ズ終了時の位置と速度のばらつきに対処して減速と旋

回を行い，着陸フェーズに向けて滑走路を正面に捉え

るフェーズある．その要求のため，TEAM フェーズで

は，Figure1に示すように，順に Sターン，HAC ( Heading 

Alignment Cylinder) ホーミング，HAC追従の 3つのサ

ブフェーズに分けられる． 

 
Figure 1. Image of TAEM trajectory 

Figure1 の P1-P2 の S ターンは，HAC の周上に向か

って P2 地点での機体の位置と速度が適正となるよう

に，左右への旋回で飛行距離を増加させて減速させる．

続いて，P2-P3の HACホーミングでは，HACの円周上

に向けて直線的な滑空飛行を行う．最後の HAC追従で

は，HACの円周上を減速しながら旋回し，終了地点の

P4で適切な飛行状態で着陸フェーズにつなげる． 

HIMESの並進運動は，式(1)～(6)で表される[1]． 

 �̇� = 𝑉 cos 𝜒 cos 𝛾 (1)  

 �̇� = 𝑉 sin 𝜒 cos 𝛾 (2)  

 ℎ̇ = 𝑉 sin 𝛾 (3)  

 �̇� = −𝑔 sin 𝛾 − 𝐷 𝑚⁄  (4)  

 �̇� = −(𝑔 𝑉2⁄ ) cos 𝛾 + (𝐿 𝑚𝑉⁄ ) cos 𝜇 (5)  

 �̇� = 𝐿 sin 𝜇 (𝑚𝑉 cos 𝛾)⁄  (6)  

ここで，𝑥，𝑦は機体の水平面の位置，ℎは高度，𝑉は機

体の速度，𝛾は飛行経路角，𝜒は方位角，𝑔は重力加速度

である．軌道設計の際の制御入力は，揚力𝐿と抗力𝐷に

含まれる揚力・抗力係数を決定する迎角𝛼と，バンク角

𝜇である．また，文献[1]の対象機体では，最大揚抗比が

(𝐿 𝐷⁄ )𝑚𝑎𝑥 = 4で一定であるのに対して，本研究で対象

とする HIMESはマッハ数によって最大揚抗比 2～4の

範囲で変化する．そのため，軌道設計では，(𝐿 𝐷⁄ )𝑚𝑎𝑥 =

2として設計を行った． 

 

3. エネルギー調整フェーズの軌道設計 

本稿で仮定するエネルギー調整フェーズの初期およ

び終端条件は，次の通りである．これらの条件を満足

する軌道を，終端の P4から逆算的に設計する． 

・初期条件(P1) ：高度ℎ = 25,000[m] 

マッハ数𝑀 = 2.0[−] 

・終端条件(P4) ：高度ℎ = 1,500[m] 

マッハ数𝑀 = 0.3[−]，飛行経路角𝛾 = −30[deg] 

3.1. HAC追従フェーズ（P3～P4） 

 HAC追従フェーズでは，式(7)～(9)の条件を満たすも

のとする．式(5)で飛行経路角を一定として式(7)，動圧
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の超過を回避するために式(5)の右辺第 2項で動圧とバ

ンク角のcos 𝜇の積を一定として式(8)，式(6)と(7)から

HACの半径一定として式(9)の条件が導かれる．  

 𝑚𝑔 cos 𝛾 = 𝐿 cos 𝜇 (7)  

 0.5𝜌𝑉2 cos 𝜇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (8)  

 𝑅𝐻𝐴𝐶 = |𝑉2 cos 𝛾 (𝑔 tan 𝜇)⁄ | = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (9)  

以上の条件より，バンク角𝜇は次式で与える[1]． 

 
𝜇 = cos−1 √

𝑔2𝑅𝐻𝐴𝐶
2 (1 + tan2 𝛾)

𝑔2𝑅𝐻𝐴𝐶
2 (1 + tan2 𝛾) + 𝑉4

 (10) 

 

以上の条件で，𝜒 = −180~0[deg]の範囲で旋回する． 

3.2. HACホーミングフェーズ（P2～P3) 

 HAC ホーミングフェーズでは，式(7)，(8)を満たし

𝜇 = 0[deg]かつ𝛾 = −24[deg]で平衡滑空する条件下で

式(1)～(4)を逆算して軌道を定めた． Sターンフェーズ

との切替地点は，𝑥 =0 [km]とした． 

3.3. Sターンフェーズ（P1～P2） 

Sターンフェーズの設計は，文献[2]を参考に，P1と

HAC ホーミングフェーズで決定した P2 を，それぞれ

始点と終端として二点境界値問題から軌道を定めた． 

設計した軌道の水平面の履歴を Figure2に示す． 

 

Figure 2. Designed Horizontal Trajectory 

 

4. 追従制御について 

設計した基準軌道の妥当性を，式(4)～(6)を基にした

速度ベクトルに関する追従制御を適用し検証した．追

従制御系では，迎角αとバンク角𝜇に加えてスピードブ

レーキ舵角𝛿𝑠𝑏を操作するものとし，抗力係数𝐶𝐷，揚力

係数𝐶𝐿，バンク角𝜇を疑似的に入力として取り扱う，こ

の疑似入力は，文献[3]のフィードバック線形化法に基

づいて，状態量 𝑥2 = [𝑉𝑐𝑔 , 𝛾, 𝜒]が，その指令値𝑥2𝑐に収

束するように，次式の関係を満たすように決定する．

ここで，𝑲2は制御ゲインである． 

 �̇�2 = −𝑲2(𝒙2 − 𝒙2𝑐) (11)  

式(11)の右辺と式(4)の右辺を等置して，𝐶𝐿，𝐶𝐷，𝜇を逆

算的に求めることによって，制御入力が定まる． 

この制御則を適用した結果，Figure3が水平面と鉛直

面で，基準軌道と制御した結果の軌道の比較，Figure4

が疑似入力の𝜇と揚抗比の時間履歴である．ただし，基

準軌道の値はそれぞれ𝑦𝑒𝑐，ℎ𝑐と表す． 

 

Figure 3. Flight Trajectories 

 

Figure 4. Time histories of Bank Angle and  

Lift-Drag Ratio 

Figure3より，速度制御により高度で若干の偏差を生

じているものの基準軌道に追従している． 

Figure4 より，0～100[s]が S ターン，100～115[s]が

HAC ホーミング，115～240[s]が HAC 追従フェーズで

ある．S ターンで，𝜇を-30[deg]から 40[deg]に変更し，

左旋回から右旋回で飛行していることが分かる．また，

揚抗比は常に 2以下に収まり，適切に飛行できている． 

 

5. まとめ 

将来宇宙輸送系の帰還飛行におけるエネルギー調整

フェーズの，基準軌道の設計とその妥当性を評価した．

HIMESの機体特性に併せて，Sターンは任意の初期値

に対して適切な終端地点で終了するように設計し，

HAC ホーミングと HAC 旋回は条件を定めて逆時間的

に算出した．設計した基準軌道の妥当性を，追従制御

系の適用により確認した．  
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