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Abstract : The main structure of the SPS 2000 satellite is a framework supporting the solar cell
panels and microwave power-transmitting spacetenna . In order to simplify the attitude-control
system, and in particular to avoid the need for a reaction-control-system, the geometry of the
satellite at each phase of construction is designed to have gravity-gradient stability. The general
shape of the satellite is a right triangular prism, of which the axis is fixed in the north-south
direction as it orbits the Earth. A general view of the system is shown in Figure 1. The solar cell
panels are attached to the two upper sides of the prism, and the spacetenna, which faces the Earth
continuously, is attached on the remaining horizontal side. The main structure consists of trussbeams, which are called Double-Bay-Single-Laced-Beams, and it is to be assembled without human
intervention, using robots. Figure 2 is a Kr-Ky diagram used for selecting the final configuration of
the satellite, which shows the effect of changing the parameter

, the length of the triangular side

of the prism, while keeping the power output constant. The stable region is indicated by shading.
Since the SPS 2000 satellite is a low-density, large-scale structure, the materials required for its
construction cannot be delivered to orbit in a single launch. For this reason modularization was
proposed, and the approach of packing the structure into modules, each of which is to be a single
payload has been studied. The conceptual design has focused on the issues of how to perform
assembly in space without scaffolding, as the Space Shuttle, and how to preserve attitude stability
during all phases of assembly; the construction procedure of the main structure was mainly
designed to achieve this. Figure 3 shows the working-platform deployed in orbit, and Figure 4
shows the deployment of the first module delivered by the first launch. The stability of the
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partially-assembled SPS 2000 has been studied for every configuration as each successive module
is added, and a construction sequence which completes the satellite using 16 launches in total was
proposed.
This research was completed by Dr Shuichiro Fukuzawa, presently of Hokkaido Electric Power
Company, as a doctoral dissertation

Construction methodology for a large space structure in a

gravity-gradient torque environment, with application to the design and fabrication of a solar power
satellite in low Earth orbit.

Dr Fukuzawa discussed the automated construction method for a

large space structure from a different viewpoint from those of the USA and Soviet Union, which
assumed the use of manned space activities. He developed a realistic construction procedure for
SPS 2000, and showed that its construction could be performed using existing technology. Dr
Fukuzawa performed task analysis of the construction of the first module, and showed that on-orbit
construction of SPS2000 was feasible using a single assembly-robot, comprising two six-degree-offreedom robotic manipulators with vision sensors. A conceptual view of this robot is shown in
Figure 5.
In parallel with the above investigation, experimental research aimed at identifying problems of
the automatic construction of such a large structure has been conducted at the Institute of Space
and Astronautical Science. Maeno et al. reviewed all experimental studies performed to date
concerning robots capable of assembling the structure of SPS 2000; full details can be found in
their report. Hirayama et al. estimated the energy which the assembly robot for SPS 2000 needs,
in order to develop both a prototype and a test method to perform functional verification
experiments on the ground; they successfully demonstrated a truss-beam builder which
compensates for gravity. They also used a circuit composition method for the solar cell panels
which raised the electric power-use efficiency.
In order to build SPS 2000, tasks such as deployment of solar-cell modules, assembly of the
electric power transmission antenna, and arrangement of power cables are also required, in
addition to work on the overall structure. Furthermore, we also have to consider the extraction of
components from the docking equipment, transportation of components, and maintenance. It must
be said that the study of automated assembly technology has fallen behind compared with work on
components such as the power generation sub-system, and power transmission sub-system.
Although the Fukuzawa dissertation shows that all work required to build SPS 2000 can be
performed by using the assembly-robot mentioned above, construction work may be simplified and
a reliable system may be able to be built at lower cost by integrating and amalgamating functional
elements peculiar to SPS 2000 in the main structure. In addition to study of this simplified
automatic assembly method, it is also considered necessary to improve the interface of the
assembly robot with the satellite components.

概

要

主構造は太陽電池とスペーステナの形状を支える骨組みである．SPS２０００では姿勢制御系を
簡素化するために，特に反動制御系を必要としないように，組立の各フェーズにおける衛星形
状が重力傾斜力によって姿勢安定となるように設計された．衛星の外観形状は正三角柱で，そ
の柱の軸を南北方向に向けて軌道運動する．外観図を図１に示す．太陽電池は三角柱の２つの
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側面に配置され，また地球と対向するスペーステナは，残りの１面に配置された．主構造は
Double-Bay Single-Laced Beamと呼ばれるトラスビームで構成し，ロボットを使って無人で組み
立てられる．図２に発電量を一定として，三角柱の斜めのビーム長さ をパラメータとしてSPS
２０００衛星の完成形状を検討したときに用いたKr-Ky図（重力傾斜安定判別図）を示す．重力傾
斜安定な領域を斜線で示した．
SPSは低密度かつ大規模な構造物であるため，建設に必要な資材を１回の打上げで輸送する
ことはできない．このため，モジュール化の思想が提案され，１つのモジュールを１飛行のペ
イロードとしてパッケージする方法が検討された．概念設計では，「Space Shuttleなどの足場の
ない空間でどのように組み立てを行うか」，「組立中の姿勢安定をどのようにして確保するか」，
に焦点を当て，主として主構造の建造手順が検討された．軌道上での作業台の展開の様子を図
３に示す．初回の打上げによって運ばれたモジュールの展開案を図４に示す．部分的に組み立
てられたSPSの安定性は，追加モジュールの形状毎に検討され，合計１６回の打上げによって完
成させる建設シーケンスが提案された．これらの内容は，後に，現北海道電力勤務の福澤修一
朗氏によって学位論文「重力傾斜力が作用する宇宙構造物の建設工法論および発電衛星建設へ
の適用」としてまとめられた．福沢論文は，有人宇宙技術を確立したアメリカや旧ソビエトな
どとは異なる観点から，宇宙大型構造物の無人建設工法を論じたもので，それをSPS２０００の現
実的な建設手順に適用し，その建設が現状の技術レベルで十分実行可能であることを工学的に
示した点で大変に意義深いものである．福澤博士は，特にその論文の中で，初回モジュールの
主構造建設に関するタスク分析を行い，トラス組立ロボット（視覚センサ付き６自由度位置決
めアーム２本）１台で軌道上での建設が十分可能であることを示した．図５にロボットの概念
図を示す．
以上のような検討と平行して，大型構造物の自動組立に関する問題点を洗い出すことを目的
とした実験研究が，宇宙科学研究所を中心に行われてきた．本章では，その成果をまとめた２
編の報告を収録している．前野氏らは，SPS２０００の骨格及びその組立に必要なロボットに関し
て，今までに行われてきた全ての実験研究を精査し，着目点，実験結果，今後の課題等をまと
めて下さっている．本報告によりSPS２０００の構造，組立に関する研究経過の一部始終を知るこ
とができる．平山氏らによる研究は，SPS２０００の組立機械が必要とするエネルギーを見積もる
ことと，地上で機能検証実験がしやすい組立機械及び試験方法を開発することを目的として行
われた．その結果，機構の内部で重力を補償するトラスビームビルダーの有用性が示され，合
わせて電力利用効率を向上させる太陽電池の回路構成方法が示された．
SPSを建設するには，上述の骨格に係わる作業の他，太陽電池モジュールの展開，送電アン
テナの組立，配電線の配置など，様々な作業が必要となる．また，ドッキング装置からの資材
の取り出しや運搬，メンテナンス等も考慮しなくてはならない．いずれの作業も上述のトラス
組立ロボットで対応可能であることが福澤論文によって明らかにされているが，ロボットの走
行装置やクレーンなどの支援装置に関しては，まだ未検討な部分が残っている．総合的にみて，
発集電システムや電力伝送システム等の他のサブシステムに比べて，自動組立技術に関する検
討は遅れているといわざるを得ない．
これは，対象となるサブシステムとの関係が分からないとロボットや組立機械を具体的に設
計することができず，逆にロボットや組立機械からどの様なサービスが受けられるかが分から
ないと他のサブシステムの仕様も決まらないといった関係にあるからである．しかし一方で，
大面積太陽電池，大型送電アンテナ，大電力配電線などのSPS特有の機能要素を主構造と一体
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化，融合化することにより，建設作業が簡略化されてより低コストで信頼性の高いシステムを
構築できる可能性がある．今後は，このような観点から組立ロボットと各サブシステムのイン
タフェースを見直し，より簡便な建設方法を模索することが必要と思われる．

重要語：宇宙大型構造物，建設工法，自動組立，トラス組立ロボット，組立機械
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図1

図2

SPS２０００衛星と主構造各部の名称

SPS２０００衛星の重力傾斜安定特性

Kr-Ky図（

＝形状パラメータ）
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図3

図4

図5

軌道上での作業治具展開の様子

初回打上げモジュールの建設シーケンス例

双腕マニピュレータによる主構造の自動組立

特集

第４３号

