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Abstract: The purpose of this paper is evaluating the control laws of the lateral and direction motion for a high altitude 

experimental aircraft. So far, in this study, the gain optimization and performance evaluation have been performed by the 

Monte Carlo simulations. Based on these results, in this study, a linear model of the aircraft dynamics was derived with a 

prescribed trajectory, and the transfer function and closed-loop poles were evaluated. The closed loop poles are in the proper 

position by the designed control laws. 

 

1. はじめに

 現在，我が国では，航空機型の探査機である火星飛

行機を開発する計画が進められている．火星飛行機の

実現に向けて，火星大気に近い環境での空力特性の取

得と飛行の成立性の検証のため，成層圏での高高度飛

行実験MABE-2が計画されている．著者らは，この実

験機の制御系の設計・評価を担当している． 

 本実験と同じく高高度での飛行実験として，JAXA

の D-SEND 計画が挙げられる[1]．D-SEND 計画では，

モンテカルロシミュレーションに基づく制御ゲインの

最適化と性能評価を行っている．ただし，飛行ミッシ

ョンの成功率を最大化するには，ハイゲインになりや

すい傾向がある．この問題に対して，D-SEND プロジ

ェクトでは，想定される飛行条件での線形モデルを導

出し，制御系の安定余裕の評価を行い，最適化された

ゲインの最終的な調整を行っている[1]． 

 著者らが担当している本稿では，D-SEND プロジェ

クトと同様に，この飛行実験で機体に搭載予定の制御

系について，モンテカルロシミュレーションによって

ゲインの最適化と性能評価を行っている． 

そこで，本稿では，想定される飛行状態から線形モ

デルを導出し，MABE-2 の機体の横・方向運動の制御

系を適用し，妥当性を評価した結果について述べる． 

 

2. 高高度飛行実験MABE-2の概要 

 高高度飛行実験MABE-2は，下向きに吊るした実験

機を JAXA所有の大気球によって高度 36 km付近の成

層圏まで上昇させてから，機体を切り離して実施する．

飛行ミッションは，4つのフェーズに分かれており，最

初のフェーズ 1 で機体を引き起こし，その後の各フェ

ーズで設定された目標迎角に迎角を追従させて空力特

性の計測を行う．また，実験空域が制限されているた

め，海に向いた南東方向に飛行するように方位角を制

御する必要がある．著者らが設計した制御系では，エ

ルロン操舵で機体をロールさせて目標方位を達成し，

ラダー操舵は機体の横滑りの抑制に用いる．この目標

を達成するため，エルロン操舵𝛿𝑎とラダー操舵𝛿𝑟は次

式の制御則で与える． 

[
𝛿𝑎

𝛿𝑟
] = [

−𝑘𝑝𝑃 − 𝑘𝑝ℎ𝑖(𝛷 − 𝛷𝑟𝑒𝑓)

𝑘𝑟𝑅 + 𝑘𝑎𝑦𝑎𝑦

] (1) 

ここで，𝑃はロール角速度，𝛷はロール角，𝑅はヨー角

速度，𝑎𝑦は機体軸横加速度である．ロール角指令値𝛷𝑟𝑒𝑓

は，目標方位と現在の方位角の偏差に 0.33の値のゲイ

ンを乗じて求める．今回の解析では，この方位角の偏

差の制御ループは考慮しない．また，設計したゲイン

は𝑘𝑝 = 0.37, 𝑘𝑝ℎ𝑖 = 0.97, 𝑘𝑟 = 0.28, 𝑘𝑎𝑦 = 0.01である． 

 

3. 制御系の解析と評価 

 設計した制御系の解析のため，想定される軌道上で 

中心差分近似を行い，(2)式の横・方向運動の線形モデ

ルを導出した[2]．(2)式の𝑨𝑙𝑎𝑡，𝑩𝑙𝑎𝑡は係数行列である． 

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

(2)式の状態量𝒙𝑙𝑎𝑡 = [∆𝛽, 𝑝, 𝑟, 𝜙]𝑇の成分は，横滑り角，

ロール角速度，ヨー角速度，ロール角のつり合い値か

らの変動量であり，制御入力は𝒖𝑙𝑎𝑡 = [𝛿𝑎, 𝛿𝑟]𝑇である．

この状態空間モデルから，(1)式の制御則による閉ルー

プ極の位置を評価する．また，アクチュエータ特性は，

時定数 0.1秒の一次遅れ系として考慮する． 

3.1 ロール制御の極位置の評価 

 Figure 1 は，(1)式 1 行目のエルロン操舵に関する制

御則による開ループと閉ループの極位置を表す．図中

の黒点が制御を行わない開ループ極，青点がロール角

速度のみのフィードバック制御をした場合の極，赤点

がロール角速度とロール角の両方のフィードバックを

行った極である． 
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Figure 1で，原点付近の極は，スパイラルモードの極

であり，ロール角速度のみのフィードバックでは変化

せず，ロール角のフィードバックを行うことで減衰を

高める側に移動する．虚数軸に近い複素極は，ダッチ

ロールモード極であり，エルロン操舵の制御則によっ

て減衰が若干劣化する．また，制御則を適用すること

で，ロールモード極が実数極から複素極に変化する．

この変化は，他の極に比べて十分に虚軸から離れてお

り，制御性能の劣化は招かないと考える． 

3.2 ヨー制御の極位置の評価 

 ラダー操舵の制御則には，計測制度が低い横滑り角

の代わりに，姿勢角センサーで計測できる横加速度を

用いている．この横加速度は，機体に働く横力を機体

質量で割ったものに等しい．また，本実験機の特性か

ら，機体に働く横力𝑌𝑎は，横滑り角∆𝛽，エルロン舵角

𝛿𝑎，ラダー舵角𝛿𝑟の変化量によって(3)式のように近似

的に表現できる．𝑌𝛽，𝑌𝛿𝑎，𝑌𝛿𝑟は，∆𝛽，𝛿𝑎，𝛿𝑟の変化に

対する横力の変化を表す空力微係数である． 

𝑌𝑎 = 𝑌𝛽∆𝛽 + 𝑌𝛿𝑎𝛿𝑎 + 𝑌𝛿𝑟𝛿𝑟 (3) 

(3)式の関係を用いて横加速度を出力とした伝達関数

を計算し，閉ループ極を評価する． 

 Figure 2は，エルロン操舵とラダー操舵に関する制御

則による開ループと閉ループの極位置を表す．黒点が

制御しない場合の開ループ極，青点がロール制御に加

えてヨー角速度をフィードバックした場合の極，赤点

がロール制御に加えてヨー角速度と横加速度をフィー

ドバックした場合の極である．ロールとヨー制御によ

り，ダッチロールモードの特性が改善されていること

がわかる． 

 続いて，横加速度のフィードバックの効果を検証す

る．横加速度𝑎𝑦のフィードバックは，機首に対して右

に速度ベクトルが変化する正の横滑り角が発生した場

合に，ラダーを右翼方向に動かして正のモーメントを

発生させ，機体の横滑りを抑制するように機能する． 

Figure 3は，横加速度のフィードバックゲインを変 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化させた場合の根軌跡であり，ダッチロールモードの

減衰を高める効果があることがわかる．一方で，ゲイ

ンを大きくすると，ロールモードの減衰は低下する．

ロールモードが安定性を保つ臨界ゲインは最小で 0.3

程度であるため，モデルの誤差を考慮するとゲインを

0.1以下に設定するのが適切である． 

 

4. 結論 

 高高度飛行実験に搭載予定の横・方向運動の制御則

の妥当性の検証を行った．想定される飛行状態で線形

モデルを導出し，制御則を適用した結果の極の位置を

評価した．ロール運動の制御によって，ダッチロール

モードの特性が若干劣化することがわかった．また，

ロール制御に加えて，ヨー制御の横加速度のフィード

バックによって，ダッチロールモードを含めた 4 つの

極が適切に配置できていることがわかった． 
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Figure 2. Open & Closed Loop Poles 

by Roll & yaw Control 

 

Figure 3. Root Locus of Side Acceleration Feedback 

Figure 1. Open & Closed Loop Poles by Roll Control 

×  open loop 
+  𝑟 feedback 
△  𝑟 & 𝑎𝑦 feedback 

×  open loop 
+  𝑝 feedback 
△  𝑝 & 𝜙 feedback 
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