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南極エアロゾル観測用UAVの開発
研究背景

• 福岡大学，国立極地研究所と共同で成層圏の
• エアロゾル観測を行っている
• 高度30kmからのサンプルリターンを目標としている
• 過去に第56次，60次の南極地域観測に参加,
• 現在，第63次に参加中(昨年11月～翌年3月)
• 昨年度よりデルタ翼型新型機を導入

テストベッド機 PhoenixΔ

PhoenixS 諸元
重量 8.8kg
翼面積 1.286m2

スパン 2.083m
全長 1.47m
アスペクト比 3.37

ミッションプロファイル
• 自由気球とUAVを組み合わせた観測方式
• 従来機の実績： 観測高度23km 滑空開始高度12km
• 63次(2021年11~)ではMPSBを用いた試験を実施予定
• 現在，帰還システムの制御則を一新中

研究内容①サンプルリターン機の多目的最適設計

• 先行研究により従来機Phoenix Sの
飛行可能高度は約25kmまでであることが
明らかになっている

• ① 1年を通して季節によらず高確率で帰還
可能であること
②バッテリーの制約のためできるだけ
短時間で帰還できる機体を設計すること
を目標としている

• 翼平面形などの機体形状について，
重量や構造的な制約だけでなく，
風速・気温・気圧などの気象条件に
対するロバスト性も考慮して
多目的最適設計を行う

• 実際の過去の気象観測データを使用した
シミュレーションにより評価する

今後の予定
• Phoenix DELTAによる自動飛行試験
• 第63次南極試験(Phoenix S)
• 設計機体の試作/飛行試験/風洞試験

研究内容②PQR風洞試験法の確立

• 当研究室では，風洞試験・飛行試験を繰り返し，
機体の開発・改良を行っている．風洞試験時間短
縮により，機体開発スピード向上に貢献すること
ができる．

• PQR(ロールピッチヨー)風洞試験法ではロボット

アームによって，ローリング，ピッチング，ヨーイン
グを同時に行う

• 単軸回りの静的試験(αスイープ，βスイープ)及び，

動的試験（ピッチング試験，ヨーイング試験，ロー
リング試験）によって推定していた空力微係数を
PQR風洞試験１つで求めることができ，試験時間
短縮を試みる．

PQR風洞試験法の様子

LEX

小型固定翼無人航空機(UAV)のフラットスピンによる垂直着陸

研究背景 特殊環境下のような滑走路を確保できない場合を想定した，機
体回収方法の確立が求められている

研究目的 フラットスピンによる定点着陸の実現

◆更なる降下速度の低減
✓ LEXを用いた速度低減法の開発

今後の課題

◆着陸目標地点への誘導制御則の設計
➢ 空気力モデルの改良
➢ シミュレーションを使った制御則検討

◆更なる降下速度の低減
➢ LEXによるさらなる降下速度の低減

フラットスピンとは
➢ 主翼の左右非対称失速により，左右主翼の揚力と抗
力のバランスが崩れる．これにより，機体にヨーイン
グ/ローリングモーメントが発生し機体は回転を伴った
落下を始める運動（スピンの一種）．（右）

Wind Tunnel Testing of 
High Angle of Attack

フラットスピン時の抗力を
大きくすることで，速度低減
を試みる

現在進行中の研究

LEX（Leading Edge Extension）

◆着陸目標地点への誘導制御則の設計
✓ 飛行試験データによるフラットスピンの空力モデル構築
✓ シミュレーション上でのフラットスピンの再現
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重回帰計算を繰り返し，
PSE値が最小となるよう
説明変数を除外していく
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最終的な空気力モデル

初期空気力モデル

無次元空気力の実験値と予測値
予測値には最終的に決定された空気力モデルを使用している
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福岡空港の空港面内交通流の最適化

研究背景及び目的
◆ 福岡空港では空港容量増加のため，2025年に滑走路増設が予定さ
れている．

◆ 効率的な空港面内の交通流の制御方法を検討する．

福岡空港について

図２ 福岡空港の増設事業の概要図1 福岡空港の一時間当たりの最大離発着数

福岡空港の離着陸回数は羽田，関西，成田に次いで，日本で4番目に多い．
滑走路1本で運用されており．最も混雑する時間帯では，およそ“2分に1機”

離発着が行われ混雑が常態化している．

遺伝的アルゴリズム(GA)による空港面内交通の最適化の結果

福岡進入管制区の交通流の最適化

図1 福岡進入管制区

福岡進入管制区内では北・東側（東京方面）、西・南側（東・東南ア
ジア方面）など多方向から航空機が流入してくる。これまでの研究
から，これが空域混雑の原因であることが明らかになっている．

◆福岡進入管制区

図２ ある1日の福岡空港到着機の航跡

◆交通流の最適化(AI管制官の開発)

図5-2 南風運用時の空港容量推定結果 図5-3 北風運用時の空港容量推定結果

風向によらず，国内線側滑走路(現存)を着陸専用，新設滑走路を離陸専用
とする時，空港容量が最大(現在の約1.5倍)となることが明らかになった．

実データと同じ空域進入条件で，遺伝的アルゴリズム（GA）と機械
学習(Q-learning)による方位，速度，高度履歴の最適化を実施

図3 実データ(CaratsOpenData)の航跡 図4 GAによる最適化結果

図5 Q-learningによる最適化結果

GA : 

早めにベクタリングする経路
Q-learning : 

GAよりも滑らかな経路
いずれも実データより時間・距離を短縮

図3 南風運用時の空港容量推定結果 図4 北風運用時の空港容量推定結果

科学観測用小型UAVの飛行試験による性能推定法・ロバスト設計法の開発

研究の背景と目的

• 南極，エチオピア等の極限環境用の科学観測用長距離無人航空機(UAV)を独自設計・開発
• 航続距離等の要求値を満たすことの確認が必要→有人機の試験法は適用が困難
• 極限環境でもトラブルなく観測フライトを実施できるロバスト性が必要

↓
無人航空機に適用可能な試験・解析法を研究・開発

ロバストな無人航空機の設計法の開発

アファール凹地

アジスアベバ

・世界で最も平均
気温が高い地域の
ひとつ

・アウストラロピテ
クス・アファレンシ
スのルーシーの化
石が出土

エチオピア，アファー凹地における
磁場探査フライト 2019年11月

ミッション例

PhoenixLR-08 諸元
スパン 3.2m
基本空虚重量 25kg
巡航速度 30m/s
ペイロード重量 5-15kg
設計航続距離 900km
設計上昇限度 5000m
エンジン排気量 120cc

フライト航跡 2019年11月

グランドステーション

準備中

離陸 !

飛行軌跡
総飛行距離 930km

帰還


