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This paper describes the control method for the spherical reaction wheel using the super twisting sliding mode control. We have 

developed the spherical reaction wheel system so as to minimize the weight and size of the conventional reaction wheel system. The 

spherical reaction wheel did not satisfy the sufficient accuracy as an attitude control system because the delay of the motor that results 

in the nonlinear friction. The super twisting sliding mode control is applied to the spherical reaction wheel system to have robustness 

against the nonlinear friction. The proposed control system is compared to the system using the conventional sliding mode control in 

the numerical simulation. 

 

１． 緒言  

人工衛星の姿勢制御システムとして，フライホイール

を球体とした球状リアクションホイール(SRW)が提案さ

れた[1]．このシステムでは，1つのシステムにより 3軸の

姿勢制御が可能であり，装置がより小型になる．しかし

このシステムでは，駆動装置と支持機構を兼ねたロータ

キッカと球状ホイールの間に発生する摩擦等の影響によ

り，長期のミッションにおいて十分な制御性能を満たさ

ないという問題が生じていた． 

そこで本研究では， Super Twisting Sliding Mode 

Control(STSMC)を SRWの制御に適用し，摩擦等に対する

ロバスト性能の向上と長期ミッションでの制御性能の向

上を目的とする．数値シミュレーションにおいて，従来

研究[2]で使用されていた Sliding Mode Control(SMC)と比

較する事で，STSMCのロバスト性能を検証する． 

 

２． 数学モデル 

2.1 人工衛星の運動方程式 

Figure1 に人工衛星と SRW システムの座標系を示す．

球状ホイールは，3対のロータキッカ―により，回転速度

及び回転方向を制御する構造になっている．ここで，人

工衛星の角速度を𝛚𝑠 = [𝜔𝑠𝑥 𝜔𝑠𝑦 𝜔𝑠𝑧]Tと定義する．

人工衛星と球状ロータの関係は次式のようになる． 

 (𝐈𝑠 + 𝐈𝑚 + 𝐈𝑅)�̇�𝑠 + 𝛚𝑠 × 𝐈𝑠𝛚𝑠 = (𝐈𝑚𝐒 − 𝐈𝑅)�̇�𝑅 (1) 

なお，𝐈𝑠，𝐈𝑅，𝐈𝑚は，衛星モデル，球状ロータ，DCモー

タそれぞれの慣性テンソルであり，球状ロータの角速度

を𝛚𝑅 = [𝜔𝑅𝑥 𝜔𝑅𝑦 𝜔𝑅𝑧]Tと定義する．また，行列𝐒は，

球状ロータの角速度とモータの角速度の関係を示す． 

2.2 球状ロータの運動方程式 

Figure2に球状ロータとロータキッカの関係を示す．こ

の図から導かれる球状ロータの運動方程式と DC モータ

の運動方程式から，球状ロータの運動方程式は式(2)のよ

うに表される． 
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ここで，Rは 球状ホイールの半径，rはロータキッカの

半径，𝛕 = [𝜏𝑥 𝜏𝑦 𝜏𝑧]TはDCモータが生成するトルク

ベクトル，𝐝𝑚𝑖 = [𝑑𝑚𝑥 𝑑𝑚𝑦 𝑑𝑚𝑧]𝑇はロータキッカと

球状ホイールの間に発生する摩擦である． 

 

３． 制御系設計 

3.1 状態方程式 

式(1)の非線形項に目標値周りの線形化を行い，式(1)及

び(2)から次式の状態方程式が得られる． 

𝐀𝑝はシステム行列，𝐁𝑡はDCモータが生成するトルクベ

クトルに関する入力行列である． 

 

Figure1. Definition of coordinate system 

 

Figure2. Free body diagram of the developed 

１：日大理工・修士・航宇 ２：日大理工・教員・航宇 

 �̇�𝑠 = 𝐀𝑝𝛚𝑠 + 𝐁𝑡𝛕 (3) 

𝜔𝑠𝑧 𝑧 

𝑦 

𝜔𝑠𝑦 

𝑥 
𝜔𝑠𝑥 

spherical 

rotor 

DC motor rotor kicker 

𝜔𝑚𝑖  

DC motor 
rotor kicker 

𝜔𝑅𝑖  
𝑑𝑚𝑖 

𝜔𝑚𝑖  

𝑑𝑚𝑖  

(i=x,y,z) 

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 658

K-46



3.2 SMCと STSMCの設計 

本稿では，角速度𝛚𝒔(𝑡)とその指令値𝛚𝑐(𝑡)との誤差𝐞

及び，誤差𝐞を用いた超平面𝛔を次式で定義する． 

 
{

𝛔 = �̇� + 𝜆𝐞
𝐞 = 𝛚𝑐(𝑡) − 𝛚𝒔(𝑡)

 (4) 

ここで，𝐞は SRWの角速度追従誤差を示し，𝜆 > 0は定数

である． 

次に，有限時間内に𝛔 = 0への到達を保証するために，

STSMCにおける切換制御入力𝑢𝑛を次式で定義する． 

 
𝐮𝑛 = 𝑘1|𝛔|

1
2sign(𝛔) + ∫ 𝑘2sign(𝛔) (5) 

ここで，𝑘1, 𝑘2 > 0は定数である．一方， 𝛔 = 0に到達し

た後のダイナミクスから，以下の等価制御入力𝐮𝑒が得ら

れる． 

 𝛔 = �̇� + 𝜆𝐞 

= �̇�𝑐 − 𝛚𝑠 + 𝜆(�̇�𝑐 − 𝛚𝑠) = 0 
(6) 

 
𝐮𝑒 =

�̇�𝑐 + 𝜆𝛚𝑐 − 𝛚𝑠(𝜆𝐈 + 𝐀𝑝)

𝐁𝑡

 (7) 

最終的な制御入力𝐮は,一般的に切換制御入力𝐮𝑛と等価制

御入力𝐮𝑒の和で表される． 

 𝐮 = 𝐮𝑛 + 𝐮𝑒 

= 𝑘1|𝛔|
1
2sign(𝛔) + ∫ 𝑘2sign(𝛔) 

+�̇�𝑐 + 𝜆𝛚𝑐 − 𝛚𝑠(𝜆𝐈 + 𝐀𝑝)

𝐁𝑡

 

(8) 

同様に，有限時間内に𝛔 = 0への到達を保証する SMC

の切換制御入力を以下のように設計する． 

 𝐮𝑛 = 𝐂1sign(𝛔) + 𝐂2 (9) 

ここで，𝐂1, 𝐂2は制御ゲインである． 

 

４． 数値シミュレーション 

数値シミュレーションでは，STSMCと SMCそれぞれ

に目標値を与え，シミュレーション時間を 30000[s]とし

た時の応答を比較する．また，目標角速度を𝛚𝑐 =

[0.001 0.002 0.004]𝑇 [rad/s]とする．この値は，人工

衛星が 90[min]の地球周回軌道上において，常に地球を向

いていることを想定したものである．以下のTable1に，

数値シミュレーションで使用した制御器のパラメータを

示す． 

Table 1 Parameter definition 

Controller gain 𝐊1 0.5 

Controller gain 𝐊2 0.5 

Controller gain 𝜆 1 

Controller gain 𝐂1 10 

Controller gain 𝐂2 20 

4.1 ステップ応答 

Figure 3(a)及び3(b)にそれぞれのコントローラに対して

上記のステップ目標値を与えた場合の数値シミュレー

ション結果を示す．Figure 3(a)に STSMCを適用した際の

モータの入力トルク及び衛星の回転角速度の時間変化を

示し，同様に Figure 3(b)に SMCを適用した場合の結果を

示す． 

数値シミュレーション開始直後の応答では，SMCの各

軸の衛星モデルの角速度に定常偏差が存在している．ま

た，STSMCではシミュレーション時間による角速度の変

化はないが，SMCでは時間が経つにつれて，それぞれの

軸の角速度が徐々に発散する傾向が確認できる．以上の

結果から，本稿の数値シミュレーションの条件において，

STSMCの方が SMCよりもロバスト性に優れているとい

う結果が得られた． 

 

５． 結言 

SRW に STSMC を適用し，数値シミュレーションに

よって応答を確認した．また，SMCを適用した場合の結

果と比較する事でSTSMCがSMCよりも長期ミッション

に対して有効である事が分かった．今後は実機による実

験を行う事でこのシミュレーションの妥当性を検証する． 
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(a) Application of STSMC into the system 

  

(b) Application of SMC into the system 

Figure3. Result of numerical simulation for step command 
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