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  2008 年より開発着手した“REX-J”（Robot Experiment on JEM）は，2012 年７月に打上げられ，

約１年にわたり国際宇宙ステーション（ISS：International Space Station）日本実験モジュール

（JEM：Japanese Experiment Module）“きぼう”の船外実験プラットフォームで，４本のテザー（合成

繊維の紐）と伸展式アームを用いたロボット空間移動技術の世界初の宇宙実証を実施し，エクスト

ラサクセスを達成した。本報では，REX-J のミッションの概要と要求，ロボット開発と成果，並びに

軌道上実験と成果，等について，開発から運用までをまとめて報告する。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

今後，人類の宇宙への進出は限りなく進み，この中でロボットというものの位置づけは非常に重

要なものになっていくものと思われる。例えば，従来から宇宙空間で宇宙飛行士が行っている，運

用保全作業や機器組立作業等，一見優雅に見える船外活動（EVA: Extravehicular Activity）は，

重労働であるとともに，宇宙デブリ衝突等，危険性が伴う作業になっており，宇宙飛行士に肉体

的・精神的な負担を負わせている。このような負担を軽減させる上でも，宇宙飛行士の一部作業

を肩代わりできるようなロボットの必要性が，今後の宇宙開発の進展に伴い，高まるものと思われ

る。 

従来，船外活動で使用されている宇宙ロボットは，スペースシャトルや ISS，及び JEM“きぼう”に

搭載されているマニピュレータが代表的で，移動できる範囲が限定されていたが，今後の宇宙ロ

ボットでは，宇宙空間で広範囲を移動する機能が求められていくものと考えられる。 

今回，報告する EVA 支援ロボット実証実験“REX-J”は，そのような将来の宇宙開発に向け，特

に微小重力環境における空間移動技術にフォーカスし，具体的には，テザーと伸展式ロボットア

ームを利用した簡単・小型・軽量な空間移動技術の宇宙実証を目的とした実験装置である。 

REX-J は，第２期利用実験として 2012 年７月に ISS に向けて宇宙ステーション補給機（HTV:H-

Ⅱ Transfer Vehicle）“こうのとり”３号機で打上げられたあと，８月から翌年５月まで，ISS JEM“きぼ

う”船外実験プラットフォームに搭載され，約９ヶ月に及ぶ軌道上宇宙実証を行った。 

当社は宇宙航空研究開発機構（JAXA）の下で，宇宙ロボットと実験システムの開発と運用に参

画し，ロボットシステムのインテグレーションを担当した。以下に，その概要を記す。 
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|2. ミッションの概要と要求 

REX-J ミッションは，JEM“きぼう”の船外実験プラットフォームの No.8 ポートに取り付けられたポ

ート共有実験装置（MCE：Multi-mission Consolidated Equipment）の中の上段に搭載された。図１

に MCE の概要を示す。MCE には REX-J を含め“地球超高層大気撮像観察（IMAP）”，“スプライ

ト及び雷放電の高速側光撮像センサ（GLIMS）”，“宇宙インフレーダブル構造の宇宙実証

（ SIMPLE ） ” ， “ 船 外 実 験 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 用 民 生 品 ハ イ ビ ジ ョ ン ビ デ オ カ メ ラ シ ス テ ム

（HDTV-EF）”の５ミッション機器が搭載されている。 

 

 

図１ REX-J を搭載する MCE の概要 

 

図２に REX-J の空間移動概念図を示す。本空間移動の原理は，４本のテザー（合成繊維の

紐）先端のフックを伸展式ロボットアームによって，ロボット本体から周辺の ISS ハンドレール等に

固定する。４本のテザー長さを制御することによって，４点のテザー固定点を頂点とする空間内

を，ロボット本体が移動する。伸展式ロボットアームによって，テザー固定位置を移動させることに

よって，更にロボット本体の移動可能範囲を変更させることができる。 

 
 

 

図２ ロボットの空間移動概念図  

  

REX-J ミッションの開発と運用の全体スケジュールを図３に示す。当社は 2008 年の基本設計か

ら参画し，納入までわずか２年間の短期間開発となった。 

REX-J ミッション要求は，宇宙空間の微小重力環境及び短時間（約 90 分周期）の高温・低温の

熱サイクル環境の複合環境を利用して，以下の世界初の宇宙実証を実施することである。 

(1) 伸展式ロボットアームの振動，先端制御精度，テザーとの共振，等の動作特性の把握 

(2) 伸展式ロボットアームとテザーの協調制御，及び複数のテザー間の協調制御による空間

移動の総合機能の確認 
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図３ REX-J ミッションの開発と運用の全体スケジュール 

 

|3. ロボット開発と成果 

3.1 REX-J システム 

REX-J システムを図４に示す。REX-J は，産官学体制による開発となっており，JAXA，大学研

究機関，企業のエンジニアが一堂に会し，斬新なアイデアが飛び交う自由闊達な雰囲気の中で

開発が進められた。 

 

 

図４ REX-J システム 

 

開発着手当時，宇宙ステーションの曝露環境へロボットアームを伸展させる実証実験という未

知の試みは，一方で有人安全性を保証するための検討作業が必要であったが，当初からの目標

である以下の事項の実現に向けて取り組み，計画通りの成果を得ることができた。 

(1) 伸展式ロボットアームをはじめ，要素技術コンポーネントの船外曝露環境における動作を

確認した。 

(2) 研究者が自ら軌道上のロボットを地上から遠隔操作しリアルタイム運用を実施した。 

(3) 民生品部品を積極的に使用した。（モータ制御用CPUにSH-2：32ビットRISCプロセッサ，

等） 

REX-Jは MCE 内に設置したベースプレート上にロボット本体とメイン制御ユニット，ロボット本体

外側の周辺にテザーリール機構及びカメラを配置した構成となっている。 

REX-J への電力リソース供給，地上との通信機能は，システム上流側の MCE が担っている。

また，REX-J は MCE から配分された限られたスペースで，ロボット実証をするための機能を高

密度に組み込んでいる。例えば，モータ及びカメラ制御のためのドライバは３台で，ドライバ１台で
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最大４個のモータを制御し，合計 10 個のモータを制御している。 

3.2 REX-J のコンポーネント 

(1) ロボット本体上段 

ロボット本体は上段と下段から構成され，上段と下段の間は下段に設置された本体回転機

構によって結合されている。上段には伸展式ロボットアーム，手首機構，ロボットハンド，モータ

ドライバ（手首・ハンド用），カメラ，手首，ハンドのロンチロック（打上時耐荷重固定器具）を搭載

している。 

伸展式ロボットアームは軽量かつ必要な強度を実現するため，アームの主材料にはCFRPフ

ィルムを採用している。図５に示すように２枚のフィルムを巻尺のように巻き取ることが可能で，

伸ばせば１本の円筒形状ロボットアームを形成する STEM（Storable Tubular Extendable 

Member）とよばれる伸展方式が用いられており，２個のモータでアームの伸展・収縮を行う。ま

た，ロボットハンドは後述のフックをしっかりつかむために２本指となっており，各指に１台のリニ

アアクチュエータが搭載されている。サイズの割に比較的大きな把持力を有していることが特徴

である。本ロボットハンドは JAXA の要素技術実証にも位置付けられた。 

 

図５ 伸展式ロボットアーム 

 

(2) ロボット本体下段 

ロボット本体下段は，フック，フック用のテザーリール，本体回転機構及びロボット本体動作

に関わるドライバを搭載している。 

本体回転機構は，艤装・電力リソース制約の下，ロボット本体上段を支持するとともに，ロボッ

トアームの伸展方向を精度良く位置決めし，さらに安全及びミッション上，無給電時にも定位置

を保持することが要求される。そこで，本体回転機構は，極力低トルクのアクチュエータで，高

精度，高トルク（高減速比），回転出力先から逆に伝達されるトルクの影響を受けにくい機構を

実現するため，ウォーム，ウォームホイールで構成し，軸受け部にはラジアル，スラスト両方向の

荷重に対して十分な剛性を有する特注ベアリングを採用した。また，ベアリングには真空環境

下で減耗が少なく，人工衛星等で実績のある真空グリスを塗布することにより，摺動部の抵抗

増加を防止している。 

(3) 手首機構 

手首機構は，図６のように伸展式ロボットアームの先端に設置され，ロボットハンドの姿勢コン

トロールを担う。ピッチ軸とロール軸の２軸構成となっており，ロボットアーム収納時の艤装制約

及びアーム先端の軽量化のため，差動機構を使用している。 

本差動機構は２個のモータの回転方向の組合せによって，ピッチ軸・ロール軸の回転を切り

換える仕組みとなっており，両モータの回転方向が同じならロール軸，逆方向ならピッチ軸が

駆動する。１軸の動作に２個のモータを駆動するため，モータのサイズダウンが可能となり，手

首機構の軽量化・小型化に寄与している。 
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図６ ハンド，カメラ，手首機構 

(4) テザーリール機構 

テザーリール機構は，リール機構とテザーから構成される。テザーには，高強度合成繊維を

コア材料として採用している。テザーの長さは，ロボット本体の移動・位置精度を決める重要な

パラメータとなるため，リール機構は，一定量のテザーの繰り出し・巻き取り，巻き崩れ防止用の

プリテンションを負荷できる機能を有している。また，リール機能の回転部には，無給電時にも

テザー長さを一定に保持できるようにウォームギヤを採用し，外部からのテンションに対する保

持性を確保している。また，ロボット本体の移動及びロボットハンドによるフックの把持・移動の

ため，リール機構は，テザーリール同士／伸展式ロボットアーム／本体回転機構と協調動作で

きるように制御される。 

(5) フック 

フックは本体下段に設置されたテザーの先端に繋がれており，フックをハンドレールに固定

した状態で，テザーに張力が負荷されても誤ってフックが外れることがないように，フックの先端

は ISS のハンドレールの凹部にフィットする凸形状となっている。 

フックの開閉はロボットハンドによって１アクションで行うことができる。図７に示すように，通常

時にフックは閉状態であるが，フック把持部の突起をロボットハンドがフック把持すると同時に押

し込むことでフックは開状態となる。ロボットハンドがフックを放すとフック筐体内のバネによって

フックは閉状態となる。 

 

図７ フック 

(6) カメラ 

REX-J は，ロボットハンド先端付近に２台（図６），伸展式ロボットアームがロボット本体側から

見える位置に１台，ロボット全体が観察できるベースプレート上の位置に１台と合計４台のカメラ

を有している。 

ロボットハンド先端に取り付けられた１台のカメラの撮影画像はデジタル化処理され JEM 通

信テレメトリ系（低速系通信 MIL-STD-1553B）又は同じ MCE に搭載された HDTV-EF の中速

系（イーサネット）で地上にダウンリンクされる。その他のカメラ画像はスイッチャで 1CH に選択さ

れ，JEM のアナログ画像系にてダウンリンクされ，地上でモニタされる。 
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ハードウェアやソフトウェアのオリジナルは東京理科大（木村教授）で開発された超小型

CMOS カメラをベースとしている。 

(7) ロンチロック 

打上時の荷重に対して各装置を固定するために，本体，本体回転機構，伸展式ロボットアー

ム先端（手首機構・ロボットハンド等）にロンチロックが設置されている。ロンチロックは，コンパク

トに実現できる，ピンプラーと呼ばれる，形状記憶合金を用いたアクチュエータとロック機構から

構成される。アクチュエータは，地上からのコマンドを受けて動作し，ロック機構解除のトリガー

となる。ロック機構は，その構造で荷重を受け，アクチュエータに直接荷重をかけないようにして

いる。機構の摺動部には焼き付き防止のため固体潤滑剤を使用している。 

ISS 曝露空間におけるロンチロックは有人安全上，重要な安全制御コンポーネントであり，２

故障許容設計（２つの故障が同時に発生してもハザードを引き起こさない設計）が要求される

が，特別な開発管理の下，リスク最小化設計（Design for Minimum Risk）を適用し，危険を回避

する制御（主制御＋バックアップ制御）の設定により実現している。 

(8) メイン制御ユニット 

メイン制御ユニット（MPU）（図８）は，REX-J のすべての電力・制御・通信を管理する心臓部

である。受信した指令を各ドライバに伝え，また，各コンポーネントからのテレメトリデータを上流

側に送信し，地上に送る機能を有する。 

CPU には，ラッチアップ（オン状態のまま制御不能になり電流が流れ続けてしまう状態）への

耐性が優れている HR5000（宇宙用 200MIPS 級 64 ビットマイクロプロセッサ－）を採用し，万一

軌道上で放射線により制御不能の状態に陥っても，再起動により復旧でき，ミッションを継続で

きる仕様とした。 

地上から送られた実験のシナリオプログラムはメイン制御ユニットに一旦メモリされ，モータド

ライバその他のユニットにコマンドを送る形で運用を実施した。 

 

図８ メイン制御ユニット 

(9) モータ・ラッチ駆動部 

モータ・ラッチ駆動部（MLD：Motor Latch Driver Unit）は，メイン制御ユニットからの指令を受

けて各ローカルなコンポーネントのモータ，カメラ，ラッチ駆動回路を制御する。 

MLD は３台で，各ドライバにモータ制御用 CPU（SH-2）が２個ずつ，カメラは４台で，カメラ制

御用 CPU（PIC: Peripheral Interface Controller）が１個ずつ搭載されている。 

３台のドライバは，ロボット本体下段に搭載されたフックがついたテザーリールと本体回転機

構及びロボット上段に搭載された伸展式ロボットアームを制御する MLD１と，２台のテザーリー

ルを制御する MLD2，手首とロボットハンドを制御する小型モータ駆動回路（DHMD：Dexterous 

Hand Motor Driver）であるが，合理化のため設計を共通としている。 

(10) モータドライバ 

ロボットの移動を制御するモータ制御においては，位置，速度，張力を制御できる仕様とし
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た。制御部の特長を以下に示す。 

① 地上から制御の仕様・特性の変更が可能（図９参照） 

軌道上での遠隔操作を踏まえ，地上からのコマンドで制御の仕様・特性を変更できるシ

ステムを構築した。各モータに対しては，位置制御，速度制御，張力制御を自由に設定で

きる仕様とした。１つのモータで張力制御を行い，残りのモータで位置制御による移動を

行う，といったことが可能である。また，移動中に制御ループを切り換えることもできる。 

また，各制御ループの応答性を変更するためのゲイン調整，各種フィルタの特性も変更

可能であり，状況に応じて，サーボ系動特性の微調整が可能である。 

② シンプルなコマンドの組合せで複雑な動作を実現 

モータ制御部で用意したコマンドは，制御パラメータを更新する命令のセット，動作を開

始する命令のセット，内部データを送信する命令のセット，の３つに大別される。各コマン

ドは単一の命令で構成されており，そのコマンドの組合せ（マクロコマンド）で複雑な動作

が行えるようになっている。メイン制御ユニットは，モータ制御中の状態を監視できるため，

メイン制御ユニットで状態を判断し，モータドライバに必要な命令を送信することで，自律

的な動作も実行できるようになっている。 

 

 

図９ モータドライバの構成図 

 

|4. 軌道上実験と成果 

軌道上実験の実験運用シーケンスとミッションサクセスレベルが表１の通り定義された。2012 年

８月 20 日に REX-J を起動し電気系初期点検後のロボット主要各部の基本動作の確認と調整作

業を“ミニマムサクセスレベルの実験”とした。引き続きマクロコマンド機能確認を実施後，“初期運

用フェーズ”を 2012 年８月末に完了した。 

2012 年９月の定常運用移行確認会以降を“定常運用フェーズ”とした。伸展式ロボットアームに

よる実験，テザー支持による実験，及びテザー制御によるロボット移動実験までを“フルサクセスレ

ベルの実験”とし，最難関の SSPS（太陽発電衛星）応用実験（テザーと伸展式アームの干渉ダイ

ナミクスの検証と制御），及び MCE 外部への伸展式アーム伸展実験を“エクストラサクセスレベル

の実験”として，2013 年３月末に終了した。 

追加実験として，各大学研究機関や企業から REX-J を利用した宇宙実験を募集し，東北大

学，東京理科大学，東京工業大学及び当社が提案した実験が採用され，“発展実験”として 2013

年４月から５月末まで実施した。 

各サクセスクライテリア（成功判断基準）の達成状況を説明する。最初にカメラ・各機構の単体

動作のロボット基本機能を確認し，“ミニマムサクセスレベル”が 2012 年８月 30 日に達成された。
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表１ 軌道上実験運用シーケンスとミッションサクセスレベル 

運用 

フェーズ 

実験 

レベル 

実験 

No. 
実験項目 実験日 

初期 

運用 

フェーズ 

- 1 REX-J 起動，電気系初期点検 2012/8/20 

ミニマム 

サクセス 

レベルの 

実験 

2 基本機能確認・調整  

2a 小型カメラの機能確認・調整 2012/8/21～22 

2b ロボット本体回転部の固定解除 2012/8/26 

2c ロボット本体回転部の基本動作確認 2012/8/26 

2d 手首/ハンド部の固定解除 2012/8/27 

2e 伸展ロボットアームの基本動作確認・調整 2012/8/28～29 

2f ハンドの基本動作確認・調整 2012/8/29 

2g 手首機構の基本動作確認・調整 2012/8/30 

フル 

サクセス 

レベルの 

実験 

2h マクロコマンド（RMC）機能確認 2012/8/30～31 

定常 

運用 

フェーズ 

3 伸展式ロボットアームによる実験  

3a 伸展アームのキャリブレーション（長さ・モータ制御調整） 2012/10/16～17 

3b 伸展アームの振動評価（MCE 内部で実施） 2012/10/17～19, 30 

3c 
テザーフックの固定解除 

(ロボット本体固定 No.2，およびフック固定解除) 
2012/11/1～2 

3d ハンドによるテザーフック把持 2012/11/2 

3e テザーフックのハンドレールへの取付け 2012/11/13～16, 27～29 

4 テザー支持による実験  

4a ロボット本体の固定解除(ロボット本体固定 No.1) 2012/11/2 

4b テザーによるロボット本体の保持機能確認 2012/11/29～30 

4c テザー支持状態での伸展アーム動作時の挙動把握 2012/11/30, 12/11 

5 テザー制御によるロボット移動実験  

5a 軌道上待機位置へのロボット本体移動 2012/12/12 

5b 目標位置へのロボット本体移動 
2012/12/13,  

2013/1/17, 22,  2/5～7 

エクストラ 

サクセス 

レベルの 

実験 

6 
SSPS 応用実験 

（テザーと伸展アームの干渉ダイナミクスの検証と制御） 
 

6a 伸展アーム伸展時のテザー制御における挙動把握 2013/2/19 

6b テザー支持状態でのハンドによるハンドレール把持 2013/2/20～21 

7 MCE 外部への伸展アーム伸展実験  

7a MCE 外部への伸展アーム伸展及び振動特性評価 2013/3/5 

7b 小型カメラによる周辺画像の取得 2013/3/6, 22 

発展実験 

8 【東北大】伸展アームの振動特性把握の発展実験 2013/4/9～11 

9a 【理科大】軌道上光学環境下でのカメラ撮像条件取得 2013/4/23～24 

9b 【理科大】形状認識・位置姿勢計測の実験 2013/4/25 

10a 【東工大】ロボット本体移動の発展実験 2013/5/8 

10b 【MHI】フックのハンドレールへの再取付け実験 2013/5/9, 10, 21, 23～24 

     

次に微小重力環境下での伸展式ロボットアームの振動特性と位置決め特性を把握。また伸展

式ロボットアームに搭載されたロボットハンドを使い，テザーフックの把持操作とフックのハンドレー

ルへの取付け。更に３本のテザー協調制御によるロボット空間移動機能（図 10）を確認し，“フル

サクセスレベル”が2013年２月７日に達成された。微小重力環境下では，３本のテザーだけで，お

よそ 30ｋｇのロボット本体を安定して懸垂保持・空間移動することが確認された。 

最後にテザーと伸展式ロボットアームの協調制御による作業機能を確認。また伸展式ロボットア

ーム先端のロボットハンドとカメラを MCE の外部まで伸展させた状態での振動特性を把握。更に

ロボットハンドのカメラにより，JEM“きぼう”周辺のISS空間，及び地球をモニタ（図 11）し，“エクスト

ラサクセスレベル”が 2013 年３月 22 日に達成された。 

 

図 10 ３本のテザー協調制御によるロボット本体空間移動 
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図 11 ISS 空間及び地球モニタ 

 

以上の通り，軌道上実験運用では，ミッションに影響を与える重大不適合ゼロで，表１のミッショ

ンサクセスクライテリア最難関のエクストラサクセスまで達成することができた。更に追加実験であ

る発展実験においては，当社による実験提案が採用され無事完了することができた。 

以下の成果が，本ミッションで得られた。 

(1) 伸展式ロボットアームの宇宙曝露環境下での世界初の宇宙実証。 

(2) 伸展式ロボットアームとテザーの協調制御によるロボット空間移動機能の世界初の宇宙実

証。 

(3) 複数のテザー間の協調制御によるロボット本体空間移動機能の世界初の宇宙実証。 
 

|5. 実証から得られた教訓（Lessons Learned） 

(1) 基本設計からフライト品納入までの開発期間がわずか２年間で，初めての曝露部実験装置

開発でありながら，メイン制御ユニットだけは要素試作品（BBM）があったが，総開発費削減か

ら全体システム試作品（EM）がなく，直接フライト品（PFM）を製作するチャレンジャブルな開発

計画であった。開発時の不適合がフライト品に集中することになるので，今後はプロジェクトの

入口管理にて事前検討をしっかり実施し，開発リスクの洗い出しを十分に見える化しておくこと

が重要である。 

(2) 開発時はフライト品に不適合が集中し懸念されたが，軌道上実験運用では重大不適合ゼロ

となりお客様も驚くほどの好結果になったのは，開発時の不適合処置を，一件ずつ確実に実

施し，クローズしてきた品質重視の成果と考える。地上試験で発生した不適合の処置が不十分

だと，必ず軌道上運用でも再発することになる。よって，軌道上で実施する手順を必ず地上試

験で全項目確実に検証しておくことが以降の軌道上運用に重要である。 

|6. まとめ 

複数のテザーと伸展式ロボットアームを用いたロボット空間移動技術の世界初の宇宙実証を実

施し，エクストラサクセスを達成した。本軌道上実証に関して，JAXA 原局は，日本機械学会より宇

宙工学部門一般表彰“スペースフロンティア”を 2014 年３月 28 日に，更に，JAXA 本部長賞を

2014 年１月 29 日に受賞され，世間一般からは高い評価を得ている。顧客満足度は良好と考えて

いる。 

今後は REX-J の成果を適用又は更に発展させ，船外活動を行う宇宙飛行士の安全性向上及

び作業効率化に貢献する有人船外活動支援ロボットの実用化を目指し，JAXA 支援を継続して

いく所存である。 

JAXA の REX-J プロジェクトに参画し，開発に当たっては，自由な雰囲気を作っていただき，温

かくご指導いただいた JAXA ロボティクス研究グループ 小田主幹研究員（2012 年４月より東京工

業大学大学院理工学研究科教授）に感謝致します。また本技術論文の作成に当たっては，ロボ

ティクス研究グループにご指導いただきましたことを感謝申し上げます。 

 

 


