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Abstract 
Solar planes have been developed to advance the purposes of observation on the Earth’s surface, 

telecommunications, and Mars flights during recent years. At this time, a solar plane, SunFalcon1, which has been 
made in cooperation with students between Tokai University and KAU for day-time flight, is going to improve as 
a UAV. For this purpose, by using the specification of an actual plane, the flight characteristic was obtained, and it 
became clear that the SunFalcon1 has the static and dynamic stability of longitudinal motion and also the 
controllability.  
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1． まえがき 

近年のソーラープレーン開発は， “高高度長時間

（HALE: High Altitude Long Endurance）飛行”と“無限飛

行(Eternal Flight)”に焦点が当てられている．NASA によ

って開発が進められてきた Pathfinder(1995), Pathfinder 
Plus(1998), Centurion(1997-1999), Helios(1999-2003)は，高

高度からの地球環境の観測や無線通信用プラットフォー

ムへの利用が研究目的となっている他，火星大気中での

飛行を視野に入れた機体の開発を行ってきた．2001 年に

は，Helios が 40 分間に亘って高度 29,261m(96,000ft)での

飛行に成功している．現在は，スイスで開発されている

Solar-Impulse が有人での世界一周飛行を 2015 年に行う

ことを目指している． 
また，無人化されたソーラープレーンの開発も各所で

行われている．これまで，2005 年に英国企業により製作

された Zephyr が， 54 時間の無人飛行を行い高度

17,786m(58,355ft)に達している．また 2007 年には Sky 
Sailor が 10 時間以上の自律飛行を成功させた． 

一方，日本におけるソーラープレーンの開発は前例が

少ない．前述の機体もそうであるように，ソーラープレ

ーンの特徴は，再充電することなく長時間飛行が可能な

点である．ソーラーセルを搭載した機体は，常にソーラ

ーモジュールからの電力の供給が行われるため，効率の

良い機体であれば，夜間の飛行に必要な電力をバッテリ

に蓄え，24 時間連続飛行が可能となる．また，このソー

ラープレーンの特徴を最大限生かすためには，操縦系統

に自律制御を取り入れ，無人化する必要がある．  

現在，サウジアラビアのキング・アブドゥル・アズィ

ズ大学(KAU)との共同研究プロジェクトにおいて，2011
年より５日間連続飛行が可能なソーラーUAV の開発を

進めている．その第一段階となる昼間の連続飛行を目的

として概念設計，詳細設計，機体製作を行い，SunFalcon1
を完成させた．現在，SunFalcon1 は 2 機体制で運用され

ており，一機はソーラーモジュールを主翼に搭載した正

式モデルとして，東海大学学生と共に KAU へ赴き，組

み立てと試験飛行を行った後，現地にて保管されている．

もう一機は，ソーラーモジュールを搭載していない予備

モデルであり，日本での試験飛行や飛行データの取得に

使用する．現在は無線操縦のみでの飛行を行っているが，

2014 年中の無人飛行に向けた準備を進めている． 
 本論文では， SunFalcon 1b（予備モデル）の重量や寸

法データを元に，ソーラーモジュールを搭載した機体の

縦の運動に対する安定性，エレベータ操作による操舵応

答について述べ，また，本機の短周期モードおよび長周

期モードについてソーラー模型飛行機として求められる

特徴を有するのか議論する．本機体を無人化するにあた

り，自律制御を取り入れるための準備として，ソーラー

モジュールを搭載していない予備モデル SunFalcon 1b の

飛行特性を明らかにすると共に，これを元に，現在 KAU
に保管されているソーラーモジュール搭載機 SunFalcon 
1a に対しても，機体の慣性モーメントを含む必要なパラ

メータを再検討し，飛行特性の違いを明らかにしたい．

また，ソーラー模型飛行機に対して求められる縦の安定

性について，以下の２点について検討したい．まず，飛

行機としての安定性として，短周期モードおよび長周期

モードの有無についてである．一般的な模型飛行機の縦

の運動には短周期モードが存在せず 1），また長周期モー
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ドは安定傾向にあるとの考察がある．短周期モードが存

在しない機体は，突風応答に対する安定性がないことを

意味し，日中強い風が吹くサウジアラビアでの飛行に向

かない．次に，振動の周期と減衰比について，一般的な

模型飛行機の飛行特性については定量的にその詳細につ

いて述べられた資料は少ない．そこで，これらの安定性

に対する指標として，人が操縦するグライダーの長周期

モードの周期（～１５秒）と短周期モードの周期（～１

秒）2）を基準とし，本機体の各周期についての妥当性を

見極めたい．さらに短周期モード，長周期モードの振動

の減衰については，それぞれの特徴が一般的な機体のそ

れと一致するのかについて調べる． 
 

２．製作した機体 
 

2.1 機体諸元 

概念計算によって得られた機体諸元を Table 1 に示す．

ソーラーモジュールを搭載した SunFalcon1 の巡航速度 
 

Table 1 Specification of SunFalcon 1a 

Mission 
Cruising Speed [km/hour] 50 

Cruising Altitude [m] 100 
Payload [kg] 0.6 

Endurance Time [hours] 10 
Rate of Clime R/C [m/s] 2 

Configuration of Main Wing 
Cruising CL [-] 0.4 
Wing Span [m] 3.7 

Aspect Ratio [-] 9.2 
Main Wing Area [m2] 1.49 

Given Data 
Efficiency of Motor and Propeller [-] 0.45 

Efficiency of Solar Cell [-] 0.17 
Minimum Average of Daily 

 Horizontal Radiation [Wh/m2] 4300 

Energy Density of Battery [Wh/kg] 200 
Cruising Power and Energy 

Total Drag [N] 3.72 
Required Thrust [N] 3.72 

Required Total Energy[Wh] 803 

Solar Cells and Module 
Number of Row [-] 3 

Number of Column [-] 28 
Solar Module Area [m2] 1.11 
Solar Module Mass [kg] 2.10 

Battery 
Number of Li-ion Battery [-] 16 

Total Battery Mass [kg] 0.73 

Mass 
Airframe Mass [kg] 2.32 

Total Mass [kg] 5.55 

は 50.0[km/h](13.9[m/s])であり，例えば，Sky-Sailor の巡

航飛行速度 10[m/s]3)より速い．KAU のあるジェッダ（サ

ウジアラビア）では昼間は日常的に強い風が吹くため，

対地速度を常に正とするためには，比較的速い巡航速度

が必要である．飛行高度は，目視で機体が確認できる高

度として，100[m]としてある．また，機体質量は，他の

機体データから統計的手法によりサイジングを行い，ア

スペクト比と主翼面積の関係から予測した． 
 

2.2 機体データ 

 SunFalcon 1a および 1b は，Fig.1 で示すとおり，スパ

ン長 3.7[m]，アスペクト比 9.2[-]の主翼（断面翼型：

SD7037）を有する高翼の機体である．推進は機首のブラ

シ レ ス モ ー タ ー に よ り 行 い ， プ ロ ペ ラ に は 直 径

0.432[m](17[in.])，ピッチ 0.305[m](12[in.])のナイロン製

の市販品を使用する．胴体はできるだけ断面積を抑えつ

つ，プロペラ直径との兼ね合いから，縦長の断面をもつ．

尾翼には，舵面によるトリム調整を容易に行うために，

ノーマルテイル形態を選んだ．機体はエルロン機で，補

助翼，昇降舵，方向舵の３種の舵面によってコントロー

ルされる． 
 機体の剛性については，使用する材料や部位によって

異なるが，主翼は D-Box 構造と主桁・副桁構造を併用す

ることで，ソーラーモジュールの重さ，空力的な曲げや

捩りに最大限耐えられるようにした．また，胴体につい

ては軽量化のために，胴体と尾翼の間の尾部のビームに

は肉厚の薄いカーボンパイプを用い，さらにバルサ材で

組んだ外皮構造で覆った． 
実際に製作された機体の重量は，強度重視の製作思想

から，概念設計での予測重量よりも過多となった．実際

の機体重量は，ソーラーモジュールを搭載しない機体（予 
 

 

 
Fig.1 Measures of SunFalcon 1a and 1b  
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Table 2 Specific parameters of SunFaocon 1b 

M
ain w

ing 

Area S 1.49 [m2] 
Span b 3.7 [m] 
MAC c_bar 0.402 [m] 
Aero. Cent. hnw 0.25 (mac) 
Aspect Ratio AR 9.2 [-] 
Sweep Angle Λ 0 [degree]
Taper Ratio λ 0 [-] 
Dihedral 
Ang. Г 8 [degree]

H
or. Stab. 

Area St 0.339 [m2] 

Aspect Ratio ARt 2.27 [-] 

Sweep Angle Λt 0 [degree]

Location lt 1.359 [m] 

Elv. Area Se 0.0971 [m2] 

Vert. Stab. 

Area Sf 0.179 [m2] 

Span bf 0.360 [m] 
Eff. AR ARf 0.724 [-] 

Sweep Angle Λf 11.0 [degree]

Location lf 1.457 [m] 

Rud. Area Sr 0.0956 [m2] 

Aileron Chord ratio ca/cw 0.325 [-] 

Fus. Volume Vfus 0.009978 [m3] 

Total 

Mass m 5.22 [kg] 
Inartial 
Mom. Iyy 2.183 [kg m2]

C.G. h 0.3105 (mac) 
  
備モデル）の場合で全備質量 5.22[kg]となったが，概念

設計値に従えば，当該質量は 4.82[kg]であり，製作の過

程で約 7％質量が超過した． 
後に述べる空力微係数を求めるためのパラメータは

Table 2 の通りである． 
各寸法は，完成した機体各部寸法を実測することによ

り得た．慣性能率（慣性モーメント）は 2 本吊り法を用

い，飛行状態と同じ条件での胴体や主翼を天井から吊り，

その回転運動の振動周波数を測定することにより得た． 
 

３．SunFalcon1 の縦運動に対する飛行特性 

 
3.1 無次元空力微係数と有次元微係数 

剛で左右対称な航空機に対する運動方程式 4)は， 
���� � � � � � � � �� � ������� � ������ � �� 

(1) 
���� � � � � � � � �� � ����������� � �� 
���� � � � � � � � �� � ����������� � �� 
����� � ���� � ������ � ������ � �� � � �� 
����� � ���� � ������ � ������ � ��� � � � �� � �� 

����� � ���� � ������ � ������ � �� � � �� 
�� � ����� ����⁄ � ������ ����⁄  
�� � ����� � �����
�� � � � ��������� � ��������� 
 
と表される．この方程式の空気力，推力に対して線形化

を行った微小じょう乱運動方程式に対して，航空機の縦

運動と横運動は非連成であるとすると，縦運動に対する

線形微小じょう乱方程式は次式となる． 
 
�� � �� � � � �1 ��⁄ ���� � �� � �1 ��⁄ ��� � � 
���� ���� � � � �������� � � � ��� � ��� � ��� � ���

(2)
�� � �� � � � �1 ��⁄ ���� � �� � �1 ��⁄ ��� � � 

���� � ��� � � � �������� � � � ��� � ���
�� � �� � � � �1 ��⁄ ���� � �� � �1 ��⁄ ��� � � 

��� � � � ��� � ���
�� � � 
 

式中で，�� � 0とすれば安定軸を採用したことになり，

また，�� � 0とした場合，初期トリム状態は水平飛行と

なる． 
 また，Table 2 の諸元データを元にした SunFalcon 1b の

無次元空力微係数，および (2)式中の有次元微係数を

Table 3, 4 に示す．ここで，SunFalcon 1a の巡航速度から，

水平飛行速度は�� � 1�.89[m/s]とした． 
 

Table 3 Non-Dimensional Derivatives of SunFalcon 1b 
��� � �0.0��� ��� � 0 ��� � 0 
��� � 0.���� ��� � �5.��� ��� � �1.�08 
���� � 0 ���� � �5.���  
��� � 0  ��� � �5.151 ��� � �1�.�1 
���� � 0 ���� � �0.�810 ���� � �1.�88 
���� � 0   

 
Table 4 Dimensional Derivative of SunFalcon 1b 

�� � �0.15�5 �� � �1.9�8 �� � 0
��� � 0 ��� � 0 ��� � ��.��
�� � �.�99 �� � �1��.� �� � ���.�5
�� � 0 �� � ��.��0 �� � ��.99� 
��� � 0 ��� � �1�.5� ��� � ��0.85 

 
ここで，3 次元翼の揚力傾斜�は，2 次元翼の揚力傾斜��，
テーパー比，アスペクト比��の値から， 

� � � ��
1 � �����

 (3) 

によって求まる 5)．ここで�(:Lift Curve Factor)は，それぞ

れ 
主翼… �� � 9.� � ≃ 0.985 
尾翼… �� � � � ≃ 1.000 

とした．また主翼の翼型 SD7037 および尾翼の断面翼型

NACA0009 の２次元翼の揚力傾斜には，それぞれ

5.793[1/rad]6)，6.07[1/rad]7)を用いた． 
 また，ソーラーモジュール搭載機 SunFalcon 1a の有次

元微係数についても求めた．なお，SunFalcon 1a は，Table 
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5 のパラメータが Table 2 で示した値と異なる．質量 mと

機体重心位置 hについては直接測定した値であるが，慣

性モーメント Iyyは現在直接測定できないため，ソーラー

モジュール分の慣性モーメントを概算し，SunFalcon 1b
の値に追加した． 
 

Table 5 Additional specific parameters for SunFalcon 1a 
Mass m 7.22 [kg] 
Inartial Mom. Iyy 2.209 [kg m2] 
C.G. h 0.3250 (mac) 

 
SunFalcon 1a に対する縦運動に関する空力微係数，お

よび各有次元微係数を Table 6，7 に示す．巡航速度より，

水平飛行速度 [m/s]とした． 
  

Table 6 Non-dimensional Derivatives of SunFalcon 1a 
   

   
   
   
   
   

 
Table 7 Dimensional Derivatives of SunFalcon 1a 

  
  

 
   
   

 
3.2 昇降舵操舵による縦運動の時刻歴応答 

 上述の有次元微係数を縦の運動方程式(2)式に適用し，

Adams-Bashforth 法による時間積分を行うことで，機体の

縦の運動を求めることができる． 
 Fig.2 a)に示すように，昇降舵を 1 秒後から 1 秒間，

+0.1[rad]操舵（操縦桿を押し，エレベータ・ダウン）し

たパルス入力に対する，SunFalcon 1a および 1b の X 軸方

向の速度変動 [m/s]，迎角 [rad]，ピッチング運動の角速

度 [rad/s]，および機体軸の角度 [rad]の変化を Fig.2 b)
～e)に示す． 
 すべての変動成分において，パルス入力直後から振幅

が減衰していることがわかる．また，質量と慣性モーメ

ントが大きいため，SunFalcon 1a の方が SunFalcon 1b よ

りも減衰が遅く周期が長い傾向が読み取れる．また，昇

降舵によるパルス操舵の直後では，SunFalcon 1b の角速

度 qおよびピッチング角度θが SunFalcon 1a よりも大き

く振れており，軽量ゆえに操舵に対する応答が大きく現

れている．これらによりソーラーモジュールの搭載によ

り，縦の運動において機体の運動性能の低下が生じる結

果となった． 
 

3.3 縦の運動の安定性 

機体に対して，主翼の空力中心と機体の重心位置が合 

 
a) Pulse Input of Elevator 

 
b) Time Response of Velocity Variation u  

 
c) Time Response of Angle of Attack α 

 
d) Time Response of Pitching Angular Velocity q  

 
e) Time Response of Pitching Angle θ 

Fig.2 Longitudinal Time Response for Pulse Input of Elevator 
 
うよう前後の重量バランスを調整した．尾翼や胴体の効

果を含む全機空力中心位置は，主翼前縁位置から

0.58(mac)であった．一方，機体の重心位置は SunFalcon 1a
で 0.3250(mac)，SunFalcon 1b で 0.3105(mac)であった．

このため，Table 3 および 6 に示すとおり， となっ

たため，両機ともに“昇降舵固定の迎角静安定”である

ことが分かる． 
 また，機体の運動に対する特性多項式に有次元微係数
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れている．これらによりソーラーモジュールの搭載によ

り，縦の運動において機体の運動性能の低下が生じる結

果となった． 
 

3.3 縦の運動の安定性 

機体に対して，主翼の空力中心と機体の重心位置が合 

 
a) Pulse Input of Elevator 

 
b) Time Response of Velocity Variation u  

 
c) Time Response of Angle of Attack α 

 
d) Time Response of Pitching Angular Velocity q  

 
e) Time Response of Pitching Angle θ 

Fig.2 Longitudinal Time Response for Pulse Input of Elevator 
 
うよう前後の重量バランスを調整した．尾翼や胴体の効

果を含む全機空力中心位置は，主翼前縁位置から

0.58(mac)であった．一方，機体の重心位置は SunFalcon 1a
で 0.3250(mac)，SunFalcon 1b で 0.3105(mac)であった．

このため，Table 3 および 6 に示すとおり， となっ

たため，両機ともに“昇降舵固定の迎角静安定”である

ことが分かる． 
 また，機体の運動に対する特性多項式に有次元微係数
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を用いることで，短周期モードおよび長周期モードの周

期と減衰率を求めることができる． 
 Table 7 に示した有次元微係数を用いて SunFalcon 1a の
縦運動の特性多項式を求める 4)と 
∆����� �� � �9.�0�� � �0�.��� � ��.6�� � ��.�� (4) 
が得られる． 

さらに，Hurwitz の安定条件 4)より， 
 特性多項式(4)のすべての係数が正 
 ��.6� � �0�.� � �9.�0 � ��.6�� � ��.�� � �9.�0� � 0 
から，縦の運動においては系が動安定である． 

また，(4)式の定数項が正であることから，
���
���� � 0であ

り速度を増加するためには昇降舵を下げる理想的な特性

を有することが分かる． 
 これらは，SunFalcon 1b の特性多項式 
∆����� �� � 22.���� � ���.2�� � ��.20� � 6�.�� (5) 
に対しても言え，両機ともに，飛行機が持つべき静的お

よび動的な安定性を有することが分かった． 
 

3.4 短周期，長周期モードの減衰率と振動角周波数 

式(4)および(5)で示される特性多項式は，∆����� 0とし

て Bairstow 法によって解くことで，４次方程式の解とし

て２つの共役複素数解を得ることができ，更に特性多項

式(4)式は２つの２次方程式の積の形として 

∆����� ��� � 2 � 0.92�� � �0.��� � �0.���� 
� ��� � 2 � 0.0��2� � 0.622�� � 0.622��� (6) 

と変形できる．この式の各項は 
∆����� ��� � 2�������� � ������ 

� ��� � 2�������� � ������ (7) 

と表せる．ここで，���[-]，����[rad/s]は短周期モードの

減衰率と固有角振動数，���[-]，����[rad/s]は長周期モー

ドの減衰率と固有角振動数を表している． 
ここで，Table 8 の通り，SunFalcon 1a および 1b につ

いて，巡航速度 U0=13.89[m/s]での縦運動の減衰率�[-]，
および固有角振動数��を求めた．また，各モードの周期

�[s]，および振幅半減時間�� �� [s]についても， 

� � 2π
���� � �� (8) 

 

�� �� � 0.69
���  (9) 

から求めた． 
さらに，SunFalcon 1b については，機体重量と釣り合

う状態での巡航速度 11.81[m/s]を水平飛行速度とした場

合，また，両機に対して，機体重心位置 h(mac)を主翼の

空力中心位置 hnw0.25(mac)，更に，SunFalcon 1a に対して，

それよりも前縁側となる位置 0.20(mac)に移動させた場

合，水平尾翼の翼幅を 20%増加させた（120%Stab.）場合

の，計 5 つの条件についても解析を行った． 
 また，短周期モードと長周期モードについて，固有値

を複素平面上に表したものを Fig.3 a), b)にそれぞれ示し

た．固有値の実部 Re および虚部 Im は 

 
a) Short-Period Mode 

 
b) Long-Period Mode 

Fig. 3 Pole-Zero Plot of SunFalcon 1a and 1b 
 

Re � ���� 
(10) Im � ���� � �� 

によって得た． 
 まず，Table 8 より，水平飛行速度 13.89[m/s]の条件の

下における SunFalcon 1a および 1b の短周期モードの周

期 Tsp は，それぞれ 1.57[s]，2.12[s]であった．また長周

期モードでは 10.1[s]，9.46[s]であった．このことから，

まえがきでも述べたとおり，一般的な有人のグライダー

機の短周期モードと長周期モードと同じオーダーの振動

周期であり，特に，長周期モードでは周期 10 秒程度の十

分に長い周期のため，無線を用いた操縦においても十分

に制御可能な周期を有することが分かった．また，減衰

比についても，一般的に良いと言われる旅客機の短周期

モードの減衰比（例：���=0.695）8)よりも高い減衰比で

あり，突風に対する応答の収束性の高さがうかがえる．

また，長周期モードの減衰比���については，一般の飛行

機と同様に減衰性は大きく落ちるものの，通常機と同程

度の減衰比（例：���=0.083）8)であることが分かった．ま

た，Fig.3 a)，および b)に示すとおり，両機体とも特性根

を有しており，短周期モードおよび長周期モードともに

存在することが分かった． 
次に，Fig.3 a)より，短周期モードにおいては，水平飛 
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Table 8 Dampings and Frequencies of Short-Period and Long-Period Mode for several type of SunFalcon 1a and 1b 

Type of 
SunFalcon 1 

U0 
[m/s] 

Short-Period Mode Long-Period Mode Short-Period Mode Long-Period Mode

ζsp ωnsp 
[rad/s] ζlp ωnlp 

[rad/s] Tsp[s] T1/2_sp[s] Tlp[s] T1/2_lp[s]

a 13.89 0.921 10.3 0.0853 0.622 1.57 0.0727 10.1 13.0
a (h = hnw) 13.89 0.887 11.0 0.0738 0.667 1.24 0.0709 9.45 14.0
a (h = 0.2c) 13.89 0.868 11.4 0.069 0.690 1.11 0.0699 9.12 14.5
a (120% Stab.) 13.89 0.925 11.4 0.0862 0.632 1.45 0.0655 9.98 12.7
b  13.89 0.967 11.7 0.126 0.670 2.12 0.0609 9.46 8.20
b 11.81 0.967 9.96 0.0952 0.669 2.49 0.0716 9.43 10.8
b (h = hnw) 11.81 0.943 10.4 0.0834 0.711 1.82 0.0705 8.87 11.6

 
行速度 13.89[m/s]の条件の下において，ソーラーモジュ

ールを搭載した SunFalcon 1a は，非搭載の SunFalcon 1b
と比べて，減衰比が悪くなるが，一方で周期が短くなる

傾向であることが分かる．逆に，Fig.3 b)より，長周期モ

ードでは，SunFalcon 1a は 1b よりも，減衰比は悪くな

り周期は長い．一般的に，短周期モードは早く減衰する

（�� �� ��� ≅ ������������）ため，操縦に対して大きな影響

は与えないが，長周期モードに対しては，周期が長いほ

ど操縦者の対応がしやすくなるため，ソーラーモジュー

ルの搭載によってわずかながら長周期モードでの操縦性

の改善が見られたと言える． 
日本での試験飛行に供するための SunFalcon 1b は，機

体自体の質量は 1a よりも軽量であるため，揚力と重量と

が釣り合う水平飛行速度は 11.81[m/s]である．したがっ

て，本来 SunFalcon 1b が有する飛行特性は，これまで述

べたものとは異なった性質となる．飛行速度を 11.81[m/s]
とした場合，短周期モードでは減衰比は変化しないが周

期が延びる．また，長周期モードでは減衰比は悪くなる

が周期はほとんど変化しない．したがって，飛行速度を

落とすことにより，突風を受けた場合の影響が長引き，

フゴイド運動の収束性が悪くなることになる． 
 最後に，SunFalcon 1a および 1b の飛行特性の改善の

傾向について述べる．一般的な航空機において，短周期

モードの減衰比と固有角振動数は，次のように近似でき

る． 
�������� ≅ ���� ��� � � �� ����  (11) ����� ≅ ��� � ��� ��� ��� 

したがって，振動の減衰比を改善するためには，ダンピ

ング空力係数����，および揚力傾斜|��|を大きくする必要

がある．また，固有角振動数は大きい方が機体の応答性

が高くなる 8)．一方で，機体の縦の運動の安定性を改善

するためには，尾翼容積比を大きくすることで実現でき

るとされる．そこで，重心位置を前方に移動した場合（テ

ールアームの延伸）と水平尾翼の翼幅の拡大（水平尾翼

面積の拡大）の２つの手法によって，低周期モードの改

善が図れるかを調べた．Table 8 に示すとおり，SunFalcon 
1a において，重心位置を前方に移動した場合，減衰比は

やや悪化したものの固有角振動数が大きくなった結果，

短周期モードの周期���が 1.57[s]から 1.11[s]へと改善さ

れ，振幅半減時間が 0.0727[s]から 0.0699[s]へと短くなっ

た．一方，これに伴い長周期モードの周期は 1 秒近く短

くなってしまった．水平尾翼面積を 20%増加させる手法

では，短周期モードにおいて，減衰比に変化はなく固有

角振動数が増加した．これにより，周期���は 1.45[s]とあ

まり変化は無かったが，振幅半減時間が 0.0655[s]と改善

した．一方，長周期モードでは，周期���に大きな変化は

現れなかったが，振幅半減時間が約１秒短縮された． 
 したがって，重心位置の前方への移動は，短周期モー

ドの周期を改善し，水平尾翼面積の増加は，長周期モー

ドおよび短周期モードの振幅半減時間への改善に効果が

現れることが分かった． 

４．まとめ 

  ソーラー模型飛行機として製作した SunFalcon 1a お
よび，その予備モデル SunFalcon 1b の縦運動に対する飛

行特性には，突風に対する応答性の指標となる短周期モ

ード，および，機体の速度変化とピッチング角度の相互

変動によるフゴイド運動を表す長周期モード共に，人に

よって操縦される一般的な航空機の減衰比，および固有

角振動数を有することが定量的に明確となった．また，

その周期においても，有人のグライダー機の性能に近い

ことが判明した．サウジアラビアでの試験飛行時の操縦

担当者は，当機の飛行性能に対し操縦しやすい旨のコメ

ントを残しており，今回の解析による両モードの特性は，

それを裏付けるとも言える．これらの定量的評価は，機

体の無人化を行うにあたり，例えばシミュレーションを

行う際などにおいて，重要な知見となる． 
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