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もくじ	  

 概要 
 実験の位置づけについて 
 実験装置の構成と現状 
 まとめ 
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概要	  
 試験質量を微小重力下において全自由度
制御する実験。 

  DPF開発に必要な組み合わせ試験 
 将来応用 

  DPF 
 宇宙機搭載用慣性センサ 
 微小重力実験室の提供 

 今回の話は、実験装置個々のコンポーネ
ントの開発状況などについて。 
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の 
試験マス部分 

DPF想像図	  
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今回の話に 
関係するのは、 



DPFでやるべきこと	  
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 試験マスの保持（防振） 
 宇宙でも外乱あり 

  FP Cavityのロック 
 重力場測定、重力波観測 

  Drag-free飛行… 

順序に意味はあまり無いです。 
あくまで私見です。	

（太陽風、大気drag、残留ガス、磁場etc） 



実現にむけて	  
 個々のコンポーネントの開発 
 組み合わせ動作実証 
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←この話 



この実験の概要	  
 組み合わせ機能試験 

 試験マスと信号取得・制御システムをふく
む実験装置をつくり、 

 地上において微小重力環境下で、 
 試験マスの自由度を制御する 

 得られるであろう知見、応用など 
 制御性の情報 
 自由度のcouplingなど 
 その他 

  微小重力実験への応用（？） 
  宇宙用の高感度慣性センサへの応用（？） 
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実験系	  
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これを1個の球体（直径30cmくらい）につめこみ、自由落下させる。 
同様の構成はSWIMμνの開発の際にも行なっている。 
違い：制御すべき自由度4→6へ 
　　　Actuator: Coil-Magnet→（新規開発）Electrostatic Actuator 
　　　Sensor: Shadow→（新規開発）Capacitive sensor 
　　　試験マス: 24g→145g 
　　　…など。 or 330g	



試験マス・ハウジング	  
 主たる機能：試験マスの防振保持 

 ローカルセンサー 
 ローカルアクチュエータ 
  Discharge 
 鏡とりつけ、光軸確保 
 ロンチロック 

 制約（1個あたり） 
 サイズ（200x200x300mm程度） 
 質量（5kg程） 
 消費電力 （1W程） 
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今回関係する機能 

別途実験、あとで組み合わせる	



試験マス・ハウジングの設計	  
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 ローカルセンサー 
 静電容量方式 
 干渉計測方式 
 シャドーセンサー… 

 ローカル actuator 
 コイル-magnet 
 静電気力方式 

Proof Mass Housingの 
Breadboard Model 

試験マス 
50mm角 

センサ/アクチュエータ用 
電極板 バイアス用電極板 

※磁場発生をなるべく避けるため	



PM Housingの現物など	  
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xyθステージ 

試験マス 

↑試験マスとhousingとフタ 

↓試験マスを懸架 
（これは実は別の実験用） 



信号処理部	  
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←参考:前バージョン 
入力 2ch 
出力 4ch 
要・外付けドライバ 

  ADCDAC2  
  ADC 16ch, 16 bits 
  DAC 16ch, 16 bits 

Space 
Wire 2ch	

Space 
Wire  
FPGA	

User 
FPGA	

DAC 
16ch	

ADC 
16ch	

シマフジ電機 



演算装置	  
  SpaceCube 

 スケジューラ、タイミング制御 
 データロガー 
 本来は信号処理も担当 
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シマフジ製、50mm角 

予定 



制御フィルター設計について	  
 室内での（簡易）実験を考えると 

 落下距離: 2~3m程度（例:NAOJ-ATC実験室） 
 よって600~750msec程度が落下時間 
 よって30~100Hz程度の制御帯域はほしい 
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↓参考:このようなもの 
演算装置 
SpaceCube	

Interface board 試験マスの変位 

たとえば 

※簡易実験はinexpensiveだがこの辺の要求が相対的にきびしい 

実験機筐体の大きさから、これ以上は終端速度になるおそれ 



処理速度の基本測定	  
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(2) 日常開発用 
NotePC+SpW/Ether+AD/DA	

(1)  比較用。 
AD/DA上で 
直接信号処理 

※SpaceWire/RMAP Library 使用	
この実験は(1)でも可だが、本命は(3)。この実測値によれば、速度改善が必要か。	

3種類の状況でall thruなフィルタを組んで処理速度の基本測定を行なった。	

(3) 本実験用 
SpC+AD/DA	



House Keeping 部	  
 主に実験環境モニタ用 

 加速度計 
 ミッション部の電源管理など 
 自身のデータロガー 
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↑一足先に落下実験など	
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まとめ	  
 試験質量の全自由度制御実験を準備中 
 組み合わせ試験 

  PM housingの設計、製作 
 信号取得・処理系の構築 

 今後 
 まずは全体を組み上げる 
 簡易（室内）自由落下試験 
 落下棟、弾道飛行 
 試験マス2つで干渉計を 
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DPFの 


