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� はじめに
人工衛星における制御システムやミッションの要求

は、大規模化・複雑化の傾向にあり、従来のような地

上の管制官による管制・運用では将来的には対応でき

なくなると考えられる。また、莫大な運用コストを低

減する意味でも、人工衛星の自律化が強く要求されて

いる。

本研究では、地球観測衛星を対象に、実時間で自律

的に運用計画を作成するシステムとして、計画立案遂

行システムを構築する。さらに、このシステムに、従

来は実時間で使われることのなかった知識ベースシス

テムを用いることにより、様々な状況に対応できるシ

ステムの実現をめざす。

� アプローチ
人工衛星のように事前にすべての状況に対処する方

法を準備できないシステムには、知識をルールの形で

蓄え、状況に応じて適切と判断されるルール群を用い

た推論を行いながら、自律的にスケジュールを作成す

ることができる能力が重要であると考えられる。そこ

で、計画立案遂行システムに知識ベースシステムを用

いることが有効であると考えた。

しかし、知識ベースに基づく探索は、探索に必要な

時間の予測が困難であるなどの理由から、実時間のシ

ステムへの適用は敬遠されてきた。そこで、探索の幅

を制限して探索時間を短縮し、効率的で実時間に対応

できるシステムを構築する。さらに、知識ベースに基

づく探索に対して処理時間を制限する機能や状況に応

じて探索に用いる知識を変更する機能を加えた知識

ベースシステム ���	
��� ��������� ������	 ���


�� ���（以下����と略称）を用いることにより、

実時間の用途にも適応できるシステムを構築する。

� 対象とするモデル
本研究で対象とする地球観測衛星は、回帰日数６

日、８５周の太陽同期準回帰軌道とする。

地球観測衛星の作業として、撮影、方向変更、軌道

変更、データダウンリンクを考える。撮影は �種類の

センサを使用し、各センサによりデータ量が異なる。

衛星に搭載されるデータレコーダの総量を決め、それ

以上は保管できない。データダウンリンクは基地局上

空通過時に実行される。基地局の通信可能範囲からダ

ウンリンク可能な軌道と時刻が決まる。

また、制約条件として以下のものを考える。

� 蓄積可能な総データ量
� 基地局上空通過時のダウンリンク可能な総情報量
� 軌道変更時に移行可能な軌道番号
� 軌道変更時における作業の制限
� 撮影時刻における昼夜

� システム構成
システムは、スケジュール開始の判断と長期的なプ

ランを作成する �	�����、作業のスケジュールを作成

する ������	��、そして、地球観測衛星を仮想化した

������� ������� の三つのシステムから構成される。

また、観測要求を与える人間を � ������とする。シ

ステムの構成図を図 �に示す。
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図 �! システムの構成

������	�� は、 ���� を用いて構築される 知識

ベースシステムである。 �	����� からの指令を受け

て動作し、与えられた条件を考慮しながら実行可能な

スケジュールを作成する。 ������	��自体には、地球

観測衛星の状態や � ������からの観測要求を保持す

����



る機能はなく、スケジューリングに必要な情報は全て

�	�����から渡される。

�	�����も ������	��と同様に ���� を用いて構

築される。 �	�����の主な機能は、長期的な計画を立

案することである。 �	�����は、観測要求を管理する

������������と、衛星の状態を監視する ����� ���


����、長期的な計画である軌道遷移順を作成する ����

"�������� から構成される。 � ������ から観測要

求があった場合や新たな軌道に移行した場合に、観測

要求や地球観測衛星の状態を元に長期的な計画を立案

する。また、作成された長期的な計画を元に、 �����


�	��に対してスケジューリング開始の指令を出す。

������� �������は、地球観測衛星を仮想化したも

のである。主な機能は、地球観測衛星の状態を �	��


���に報告することである。

� ������は観測要求を入力する。入力される観測

要求は、「軌道番号、位置、方向、期限、センサの種

類、優先順位」の �項目である。

� 構築したシステムの動作
観測要求を与えることにより、長期的な計画である

軌道遷移リストと、各軌道内での作業のスケジュール

を作成する。 ����� を ����個用意した場合に、実際に

作成されたスケジュールの例を図 �に示す。

上段は撮影、方向変更、軌道変更、ダウンリンクの

各作業を、下段はデータレコーダに蓄えられている

データの量を表している。
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図 �! 作成されるスケジュールの例

� 探索方法の評価
��� 探索数と探索時間の評価

探索方法の評価のために、全数探索の解と、探索の

幅を制限する探索の解を比較する。優先点数の高い軌

道を選択することで探索の幅を狭め、探索空間を縮

小することで、探索時間を短縮し、探索の効率化にな

る。比較の結果を表 � に示す。

表 �! 探索空間、探索時間の比較

深さ �の探索

全数探索 幅を狭める探索

探索数 ������ ����

探索時間 	
�� ��� ��

各ノードでの選択肢は #通りある。各ノードの深さ

に応じて選択可能な選択肢を減らすことにより、探索

空間を縮小している。これにより、表 � に示すよう

に、探索時間を大幅に短縮することができた。

��� 探索方法の有効性

探索空間を縮小することで、同時に有望な選択肢を

捨てている可能性が考えられるため、 ����� 数 ����、

����、 $��のサンプルデータを計 �%通り用意し、各

サンプルにおいて得られる解と全数探索の解の上位 ��

通りを比較してどの程度の精度かを評価した。この結

果、約 %�&の精度で解を求めることができた。

� おわりに
本研究では、地球観測衛星の自律化へ向けての第

一歩として、自律的な計画立案遂行システムを開発し

た。本システムにより、観測要求を入力することで、

自律的に運用計画であるスケジュールを作成すること

が可能になった。さらに、実時間の探索に対応した知

識ベースシステムを用いるとともに、探索の幅を制限

する方法で探索時間を短縮し、探索の効率化を実現す

ることにより、実時間性に適応できることを示した。

今後の課題として、より実際の地球観測衛星に近い

制約条件でのシステムの構築があげられる。
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