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Abstract: This paper presents an analytical results of a dynamic characteristics and a control system for a future space 

transportation system. In the terminal area energy management (TAEM) phase of the return flight, a control system 

based on the feedback linearization method has been proposed to cope with dynamic characteristic fluctuations and 

to reduce the design load. However, the control gains are determined by trial and error in this method. Therefore, in 

addition to the analysis of the dynamic characteristics, an index for determining the gains is presented. 

 

1． はじめに 

 将来宇宙輸送系の帰還飛行では，制御目的の違いや空力

舵面の利用の有無により，飛行領域を 3 つに分けて，それ

ぞれに誘導制御系を設計する．特に本稿では，エネルギー調

整フェーズにおける誘導制御系を取り扱う[1]． 

 また，宇宙輸送系の誘導制御系においては，エネルギー調

整フェーズ内においても動特性の変動が大きく，設計負荷

を低減させるため，近年では非線形モデルに基づいたフィ

ードバック線形化法による手法が主流になりつつある[1]-[3]． 

しかし，非線形モデルを基にした誘導制御系では，線形制

御理論のようなゲインの設計手法が存在しないためゲイン

の設定が試行錯誤的になることと，フィードバック線形化

法では特性の相殺誤差の影響が懸念される．また，文献[1]

では，質点モデルによる誘導系の有効性を検証しているも

のの，機体の姿勢制御を含めた特性の解析は不十分である．  

そこで，本稿では，宇宙科学研究所（現 JAXA）の実験機

HIMES の特性を基に，エネルギー調整フェーズの機体の 6

自由度運動の特性の解析を示す．さらに，著者らが提案して

きたフィードバック線形化法に基づく誘導制御系の相殺誤

差の観点からゲインを決定するための指標を示す． 

 

2．線形モデルに基づく安定解析と評価 

本節では，想定される飛行軌道上で中心差分近似を用いて

導出した機体の動特性の線形モデルから安定解析を行った

結果について述べる． Figure 1は，本稿の解析で想定するエ

ネルギー調整フェーズの軌道である．本節では，2.1項で想

定される軌道上で安定解析を行った結果を示し，2.2項で2.1

項の結果の要因について述べる． 

2.1 想定される軌道上での安定解析 

式(1)と(2)は，安定解析のために導出した機体の縦運動と

横・方向運動の状態方程式をそれぞれ表している．式中の係

数行列𝑨𝑙𝑜𝑛，𝑨𝑙𝑎𝑡，𝑩𝑙𝑎𝑡と係数ベクトル𝒃𝑙𝑜𝑛の成分である

偏導関数を，想定される軌道上で非線形運動モデルを基に，

中心差分近似によって飛行時間1秒ごとに算出した． 

 

 

 

 

 
         

Figure 1. Horizontal Flight Trajectory 

�̇�𝑙𝑜𝑛(𝑡) = 𝑨𝑙𝑜𝑛𝒙𝑙𝑜𝑛(𝑡) + 𝒃𝑙𝑜𝑛𝑢𝑙𝑜𝑛(𝑡)  (1) 

�̇�𝑙𝑎𝑡(𝑡) = 𝑨𝑙𝑎𝑡𝒙𝑙𝑎𝑡(𝑡) + 𝑩𝑙𝑎𝑡𝒖𝑙𝑎𝑡(𝑡)  (2) 

式中，状態量と入力の成分は，𝒙𝑙𝑜𝑛 = [𝑢, 𝑤, 𝑞, 𝜃]𝑇および

𝒙𝑙𝑎𝑡 = [𝑣, 𝑝, 𝑟, 𝜙, 𝜓]𝑇，𝑢𝑙𝑜𝑛 = 𝛿𝑒，𝒖𝑙𝑎𝑡 = [𝛿𝑎, 𝛿𝑟]𝑇である．

状態量の成分は，全て釣り合い値からの擾乱量であり，機体

固定座標系𝑥𝐵，𝑦𝐵，𝑧𝐵軸の速度𝑢，𝑣，𝑤，角速度𝑝，𝑞，𝑟，

及びオイラー角𝜙，𝜃，𝜓である．また，𝛿𝑎，𝛿𝑒，𝛿𝑟は，そ

れぞれエルロン，エレベータ，ラダーの操舵量である． 

係数行列𝑨𝑙𝑜𝑛，𝑨𝑙𝑎𝑡の固有値から，系の極を算出した．

Table 1に示すように，飛行開始75秒で縦運動の長周期モード

において不安定極，飛行開始62秒で横・方向運動のロールモ

ードにおいて不安定極が生じた． 
 

Table 1. Value of Unstable Poles with Flight Time 

 Time [s] Unstable Pole [-] 

Longitudinal Motion 75 0.04785 

Lateral Motion 
62 1.225 

62 1.225 
 

2.2 系の不安定化の要因 

 本項では，2.1項の係数行列から安定微係数を求め，その

時間履歴から不安定化の要因の解析結果を述べる．結果と

して，Table 1で示した不安定極は，マッハ数1及び1.2付近で

の機体の空力特性の急激な変化によるものであった． 

横・方向運動のロールモードの極の不安定化は， Figure 2

に示すロールレートがローリングモーメントに及ぼす安定
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微係数𝐿′𝑝の変化で引き起こされる．Figure 2より，本来負の

値の𝐿′𝑝が，62秒付近で一時的に正の値に変化し極が不安定

化した．62秒付近でのマッハ数は約1.2の値で，実験機の横・

方向の空力特性が大きく変化する領域である．  

縦運動の長周期モードの不安定極は，Figure 3に示す速度

uがピッチングモーメントMに与える影響を表す安定微係数

𝑀𝑢の変化で引き起こされる．Figure 3より，本来正の値の𝑀𝑢

が，75秒付近で一時的に負の値に変化している．𝑀𝑢が負の

値の場合，機体が減速しuが小さくなると，ピッチングモー

メントが正に増え頭上げ運動を助長し復元力を阻害する．

75秒付近でのマッハ数は1.0前後で，実験機の縦運動に関す

る空力特性が大きく変化する領域である． 

 

3. フィードバック線形化法による制御則の性能評価 

 フィードバック線形化法は，フィードバックにより非線

形要素を相殺し，線形制御理論に基づく制御則を構成して

所望の性能を達成する手法である．一方，航空機の場合は，

非線形要素に事前に正確な値を得ることが難しい空気力特

性を含むため，相殺誤差が生じやすい[2]．本節では，相殺誤

差の影響を明らかにするため，空気力特性に誤差を加えて

フィードバック線形化法に基づく制御則適用後の極の位置

を評価する．実験機の動特性を線形化したモデルは，(3)式

で表される．(3)式の状態量は，それぞれ𝒙1 = [𝛥𝜎, 𝛥𝛼, 𝛥𝛽]𝑇，

𝒙2 = [𝑝, 𝑞, 𝑟]𝑇であり，入力は𝒖 = [𝛿𝑎 , 𝛿𝑒 , 𝛿𝑟]𝑇である．また，

𝒙1は，バンク角，迎角及び横滑り角の釣り合い値からの擾

乱量である．係数行列の下付きの添え字( )n は，公称値を表

し，既知量として取り扱う．ここで，上段の𝒙1に関する状態

方程式では，入力の影響は小さいものとして無視して扱う． 
𝑑

𝑑𝑡
[
𝒙1

𝒙2
] = [

𝑨𝑛11 𝑨𝑛12

𝑨𝑛21 𝑨𝑛22
] [

𝒙1

𝒙2
] + [

𝟎3×3

𝑩𝑛2
] 𝒖  (3) 

(3)式で，空力誤差を𝚫を付して表すと(4)式が得られる． 

𝑑

𝑑𝑡
[
𝒙1

𝒙2
] = [

𝑨𝑛11 + 𝚫𝑨11 𝑨𝑛12 + 𝚫𝑨12

𝑨𝑛21 + 𝚫𝑨21 𝑨𝑛22 + 𝚫𝑨22
] [

𝒙1

𝒙2
]

                          + [
𝟎3×3

𝑩𝑛2 + 𝚫𝑩1
] 𝒖

 (4) 

(4)式のようなシステムで文献[2]と[3]では，疑似入力を導入

してサブシステムに分割して制御則を適用する．ここでは，

上段の𝒙1に関する状態方程式で，𝒙2をその指令値𝒙2𝑐に置き

換え疑似入力として取り扱う．文献[3]より，疑似入力𝒙2𝑐と

制御入力𝒖のフィードバック線形化法に基づく制御則は(5)，

(6)式で表される． 

𝒙2𝑐 = 𝑨𝑛12
−1 {−𝑨𝑛11𝒙1 − 𝑘1(𝒙1 − 𝒙1𝑐)} (5) 

𝒖 = 𝑩𝑛2
−1{−𝑨𝑛21𝒙1 − 𝑨𝑛22𝒙2 − 𝑘2(𝒙2 − 𝒙2𝑐)} (6) 

この制御則を適用したシステムで，空力微係数に誤差

±10[%]を加えた場合の極の位置を評価した．特に顕著な結

果となった，上段の𝒙1に関する状態方程式の制御後の極を

Table 2，Table 3に示す．ここで，Table 2，Table 3は，それぞ

れフィードバックゲイン𝑘1を0.05，0.1とした場合である．

Table 3の結果では，全て安定極であるのに対して，Table 2の

結果では，誤差を−10[%]加えた場合に迎角の制御ループの

極が不安定化していることが確認できる．この結果より，適

切なゲインの下限値を定める1つの指標として，相殺誤差の

評価結果が利用できることが確認できる． 
 

 

 

 

 

 
       

Figure 2. Time History of 𝐿′𝑝 

 

 

 

 

 
       

Figure 3. Time History of 𝑀𝑢 
 

Table 2. Value of Poles in Closed Loop System (𝑘1 = 0.05) 

  𝜎 𝛼 𝛽 

Percentage 

of error 

[%] 

−10 -0.04996 0.04779 -0.004150 

0 -0.05000 -0.05000 -0.05000 

10 -0.05004 -0.1478 -0.09585 
 

Table 3. Value of Poles in Closed Loop System (𝑘1 = 0.1) 

  𝜎 𝛼 𝛽 

Percentage 

of error 

[%] 

−10 -0.09996 -0.002170 -0.05412 

0 -0.1000 -0.1000 -0.1000 

10 -0.1004 -0.1978 -0.1459 

 

4. おわりに 

 本稿では，将来宇宙輸送系のエネルギー調整フェーズに

おいて，機体の動特性の安定解析を行った．また，解析結果

から，系の不安定化領域とその要因を明らかにした．さらに，

フィードバック線形化法に基づく制御則を適用した際の相

殺誤差の影響を確認し，ゲインを定める1つの指標を示した． 
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