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SttCP-2011-001
金属及び酸化剤添加による液状GAPの 燃焼特性 ―Al,AP,HN03が GAPに及ぼす影響 ―

山内慎太 (日 大・理工・院)

人工衛星などの宇宙飛翔体は,姿勢制御や軌道修正を行うために低推力の制御が可能な一液性スラスタを搭載してい
る 一液性スラスタに用いる推進薬としてGAP(グリシジルアジ化ポリマー)が挙げられる GAPは金属燃料や酸化剤を添
加することで燃焼特性が向上する しかし,着火,燃焼に至るまでの反応は得られていない 本研究では,金属や酸化剤
の添加による液相,気相の反応を明らかにするために,GAP液滴の着火特性及び燃焼特性を求めた

SttCP-2011-002
アンモニウムジニトラミドの化学安定性に関する研究
松永浩貴(横国・環情・院)

アンモニウムジニトラミド(ADN)は 、酸素バランスが正で大きく、高エネルギー、高密度、ハロゲンフリーであるため、団体推
進薬の新規酸化剤として注目されている物質である。ADNの実用化のために要求される特性の一つとして、長期安定性が

挙げられる。ADNは長期保存中に硝酸アンモニウム(AN)に分解することが報告されており、それに伴うロケットモータの性
能低下が懸念される。したがつて、ADNの分解機構、分解速度、そして経時変化が性能に与える影響の解明が必要であ
る。本研究では、熱分析および熱分解生成ガス分析を用い、ADNの熱分解挙動の検討および経時変化がADNの熱分解に

与える影響の検討を行つた。

SttCP-2011-003
高エネルギー酸化剤ADNの燃焼波構造
藤里公司(東大・工・院)

AP/HTPB系 固体推進薬は国内で初めて使用されて以来およそ35年もの間,組成についてほとんど改良が加えられていな
い しかし,APの 燃焼時に多量に発生する塩化水素が環境面から問題視されている Ammonium Dintramide(ADN)は ク

リーンかつ高性能な高エネルギー酸化剤であり,近年盛んに研究が行われている。本研究ではADNおよびADN系固体推
進薬の燃焼温度履歴を測定し燃焼波構造を解析した。

STCP-2011-004
次世代補助推進系用固体推進薬の研究
永山清一郎 (福岡大学)

イプシロンロケットにはM―Vで適用されてきた推進薬を採用することになつているが,低コスト化を志向して将来的には組成

を見直す計画である 本研究は,補助推進系に適用されている固体推進薬の低コスト化を目指している 現用組成はシス

テム要求に基づいて燃焼温度を抑制するために炭化水素系の物質が使用されているが,当該物質は輸入品であり,単価
が他の原料に比べて高い そこで抜本的に組成を見直す試みとして,汎用性が高く安価な硝酸アンモニウム(AN)の適用に

着目した 本研究では、AN/APの混合比やバインダ割合をパラメタとした試作推進薬について,主としてストランド燃焼器を
用いて燃焼速度や火炎構造等の燃焼特性に関する解析を行つた

STCP-2011-005
大気圧グロープラズマによる硝酸アンモニウムの防湿加工処理
田中 邦翁(上智・理工)

固体推進薬の低コスト化と低環境負荷が求められており、酸化剤に硝酸アンモニウム(AN)を用いることが考えられている
が、ANの高い吸湿性が実用の妨げとなつている。そこで本研究では、大気圧グロープラズマを用いた薄膜堆積により、AN
粉体へ防湿性を付与させることを目的とした。長さlmのガラス管中にヘキサフルオロプロペン/ヘリウム混合ガスでプラズ
マを発生させ、そこにAN粉体を通過させることで重合物を堆積させた。吸湿性の評価は、恒温恒湿炉に粉体を設置し、質
量の時間変化を測定することで行つた。湿度70%RH(35℃ )では吸湿性にほとんど変化はなかつたが、50%RHで はほぼ完全
に吸湿をImぇることができた。

ロケット技術 】

STCP-2011-006 低融点熱可塑性推進薬に用いる接着システムの開発
高田 淳史 (IHIエアロスペース)

次世代宇宙輸送系ではコスト低減が必須であり、熱可塑性を有する低融点回体推進薬は、運用・製造性の面で有望であ
る。今回は低融点固体推進薬の特性とインシュレーション接着システムの開発結果について報告する。

STCP-2011-007 団体推進薬スラリ注型解析における等時刻面と局所燃焼速度の相関分析
高田智弘 (東海大・工・院 )

固体ロケットに広く使われているコンポジット推進薬の燃焼では,Web深さによって燃焼速度にゆらぎがみられ,燃焼中期
は,初期や末期よりも燃焼速度が増大するMid―web anomaけ と呼ばれる現象が確認されている これには,グレイン製造時
の流動が関わつているのではないかと推測されている。製造時におけるグレイン内部の様子を明らかにするため,3次元注
型解析を行つた 解析ではスラリの流入時刻によつて流体を区別することで,流動の結果である等時刻面を取得した 本研
究では,等時刻面と燃焼方向のなす角が局所的な燃焼速度と相関があるのか調査し,その結果の検証を行つた。



SttCP-2011-008
新点火システムの開発
植草康之 (lA)

無線点火システムの検討を通 じて、将来型点火システムの軽量・低コス ト・高信頼性、および自己点検機能の確
立などを狙つた開発検討を行つてきた。昨年度は火工品回路の内部に電池を持つ構成から、内部に電源を持たず
に外部より微弱電流で点火電源を供給する方式を検討 した。今までの成果を踏まえ、今後本システムを実証ス

テップに進めるため、火工品としての安全性・信頼性を維持 しながら、新システムとしての実現性を検討・整理
し、かつ、火工品と点火回路とを組み合わせた試作の検討を行つたので、その概要を報告する。

STCP-2011-009
レーザ照射により燃焼を制御する0.lN級 固体スラスタの試作
石原茂樹(九工大・工府)

固体推進機は,液体推進機に比べ構造が簡単であり,可動部分が少ないことから,コストが低く高い信頼性を有するという
利点を持つ。一方で,固体推進薬は一度着火すると燃焼が持続するため,推力生成の中断・再始動が困難であつた その
ため,人工衛星の姿勢制御には,繰り返し作動可能な液体推進機が用いられてきた そこで,固体推進薬の配合を調整す
ることにより,外部からの熱供給がある時にのみ燃焼が維持することに鑑みて,半導体レーザを熱源として燃焼を制御する
ことを提案してきた。これまでに,燃焼制御可能な推進薬の配含とその燃焼速度,必要なレーザパワーを明らかにしたこと
から,今回はスラスタを試作し推力測定を行つた

SttCP-2011-010
固体ロケットモータの機軸方向速度振動により励起される振動燃焼に関する研究

森田 貴和(東海大・工)

L/Dが大きな固体ロケットモータの開発段階では,チャンバー内の速度振動に対し燃焼速度が激しく応答するVebcity

Coupled OsdllaJon(VCO)が 生じる場合がある この発生に際し,Pressure Coupled Oscilh● on(PCO)が前駆段階として

重要な役割を果たしていることが実験的に推察されている 本研究ではグレイン内孔面積の軸方向の変化を有する固体
モータに対しPCOの準一次元線形解析を行い,チヤンバー内の速度振動分布を求め,侵食燃焼の閾値との比較からVCO
の発生要因について考察する

STCP-2011-011
固体ロケット用単層インシュレーション材料の開発状況

斎藤 祐介 (lA)

ロケット低コスト化の観点から固体ロケットの推進薬とモータケース間に断熱材料として便用されるインシュレーション材料

は低コスト・薄肉化が必要とされる。現行のインシュレーション材料は気密性や水密性の信頼性不足により、別の気密・水

密性ゴムとの併用が必要となり、コスト・板厚増の要因となつていた。 本開発では、インシュレーション材料の製造プロセス

及び、組成の適正化を図ることにより、気密や水密性良好で単層化が可能であるとともに、材料コスト自体も低減可能なイ

ンシュレーション材料の実用化に目処を立てることができた。本発表では、気密・水密性を有する単層インシュレーションの
関奉壮押葬錦告すス^

洒 体 ロ ケ ッ ト硬 術

STCP-2011-012
低推カエンジンによる低重力損失の軌道遷移手法に関する検討
池永敏憲(」 AXA)

現在、」AXA角 田宇宙センターでは、エタノール(EA)エンジンを用いた小型上段ステージの検討を行つている。この検討では

推力3000 kgfの上段ステージでG丁0に 6000 kgの ペイロードを投入することをターゲットとしているが、この場合、海外の上

段ステージと比較すると、このEAエンジンは半分以下の推力しかなく、一度のペリジキックでG丁0に投入する場合、重力損

失は、一般の上段ステージで許容されるとする値の2～ 3倍程度まで上がってしまう。本検討では、ロシアのBreeze―Mを参

考に、分割△Vを用いることで、3000 kζ程度の低推カエンジンでも、1%未満の重力損失でG丁0に 6000 kgの ペイロードを

投入できることをシミュレーションにて確認した。その結果を報告する。

STCP-2011-013
バイオエタノールロケットエンジン冷却における熱分解特性に関する研究
牟田龍平 (室工大・工・学 )

バイオエタノールは常温液体で取扱い易く,貯蔵性と再使用性が良く低コストという利点がある。またカーボンニュートラル

であり,二酸化炭素排出削減にも寄与する 新たな液体ロケットエンジン燃料としてバイオエタノールに注目し,基礎研究と

共に成立性評価の為に,再生冷却式LOX/バイォェタノールロケットエンジンの設計を行つている しかし,バイオエタノー

ルロケットエンジンは過去に例がなく,ロケットエンジン材料による触媒効果を含む熱分解特性が未解明である為,再生冷

却への影響を把握する必要がある.本研究では,冷却特性把握の為に必要な熱分解特性解明を目的として,準静的環境
下加熱誠蛤乃7ド評価葬雲怖 I´ f―

SttCP-2011-014
宇宙輸送ミッション本部におけるエタノール/炭化水素燃料推進系研究
平岩 徹夫 (」 AXA)

宇冒輸送ミッション本部は、これからのin―spaceや LV同 けの推運楽として冨温で液体の灰化水索糸特にエタノール燃料の

検討を進めている。日本では、これまでLVや衛星向け化学推進薬として固体/極低温液体/ヒドラジン系推進薬が実用化し
ている.将来宇宙環境下での活動の自在性や長秒時運用を考える場合、月惑星上でも軌道上でも凍結しにくく安定で安全
な推進薬を要求されるであろう。また逼迫するエネルギー事情を考慮すれば安定供給が可能なものであることが好ましい。

そこで宇宙輸送ミッション本部は常温で安定な炭化水素系推進薬とその推進系の検討を再開した.旧 三機関時代から大き
くわけて三度、炭化水素系推進薬の検討を進めた実績があり、本報告はこれらの研究成果を整理した上で、今後の研究開
登ハナ由性ふ拾計十ス



STCP-2011-015 炭化水素エンジン開発の研究(1)¨ クズネツォフNKエンジン

平岩 徹夫 (」AXA)

宇宙輸送ミッション本部が進めている炭化水素系エンジンの研究開発では、推進薬の安定性や安全性という特質の引き換
えに蒸発や燃焼の安定性や、高分子燃料になれば煤と冷却の問題が生じる 蒸発冷却燃焼が容易な水素系推進薬と大き
く異なり、この諸問題が難題となることはさけられない。そこでケロシン系エンジンで最も経験豊富なロシア製エンジンを観
察することで、将来ぶつかるであろうこれらの問題解決への足がかりを得たいと考えた まずはケロシン系二段燃焼サイク
ルエンジンとして最古級の、クズネツォフ系エンジンを概観する このエンジン系はプロトン用一段ロエンジンRD-253系 エン
ジンの開発経験を元に、ロケットエンジンにまつたく経験がないレシプロ/ジェットエンジン企業が開発したという特異なエン
ジンである 開発から40年経つた現在になつてTaurusI、 Soyu2に搭載される予定もあり、長く不遇であつたが今なお世界最
高水準の性能を持つエンジンである。日本においてまとまつた検討がなされていないロシア製エンジンの研究としても、ここ
でまとめる

STCP-2011-016 液体ロケットの推進薬タンクにおけるスロッシングと圧力変動予測へ向けた取組み
姫野武洋(東大・工)

極低温ロケットの推進薬タンクでは、スロッシングの発生に伴つて気液間の熱伝達と相変化が促され、圧力の制御が難しく
なる。この問題に関し、常温流体を用いた非等温スロッシング実験、極低温流体を用いた相変化を伴うスロッシング実験、
および、これらに対応する数値解析を通じた、液面挙動と圧力変化の予測技術構築へ向けた取り組みを紹介する。

STCP-2011-017
プラズマ溶射による特異構造高機能材料の開発
小林 明(阪大)

本研究では、ガストンネル型プラズマ溶射により特異構造材料である金属ガラス、セラミックスを溶射して各種複合膜を作
製し、その構造・機能性を解明、評価している。本講演においては、特にアモルファス構造を持つ金属ガラスとセラミックス
の複合化により高機能膜の作製について述べる。具体的には、ガストンネル型プラズマ溶射により、高耐食性を持つ高密
度Fe基金属ガラスに窒化チタン(TiN)を複合化させ、TiN強化金属ガラス膜を作製して、その複合膜の組織・構造、機械的
特性 (摩耗特性等)などを明らかにし、宇宙用高機能材料としての適用性を検討する。

再 便 用 型 ロケット

STCP-2011-018 再使用観測ロケット技術実証について
/1ヽ り‖博之 (ISAS/」 AXA)

再使用観測ロケット技術実証の概要について報告する。再使用観測ロケットは観測ロケット運用コストの大幅削減や飛行
機会の利用活性化など観測ロケットの革新を目指し、質的に異なる実験機会を提供するものである。地球大気、環境観
測、微小重力実験にもたらす新展開や、システム設計方針、運用計画について示し、これまでの進捗と今後の計画につい
て報告する。

STCP-2011-019 再使用観測ロケット機体システムに関する技術実証
野中聡、丸祐介、竹内伸介、山本高行、八木下剛、伊藤隆(ISAS/」 AXA)

再使用観測ロケットは,1 繰り返し飛行運用,2.帰還飛行とエンジン再着火による着陸,3.故障許容のシステム構成,な
どの点で他のロケットとシステム形態が大きく異なる。再使用観測ロケット機体システムの開発において,運用システムの
基本設計スタート時点で技術開発上大きなリスクが残らないよう,リ スクの大きな技術課題を抽出し,それらの解消ための

技術実証をおこなう システム概念設計および各技術要素試験の進捗と計画について報告する。

STCP-2011-020 再使用観測ロケットエンジンに関する技術実証
橋本知之 (」AXA)

再使用観測ロケットの運用のために不可欠な再使用ロケットエンジンの技術実証を行うために技術実証エンジンの製作に
着手している。エンジンには、再使用性、高頻度の運用、垂直離着陸やアボートを考慮したスロットリング作動、不具合を検
知し不調なエンジンを早期に停止するためのヘルスモニタリングなどの諸機能と共にエンジンの軽量化も要求される。これ
までの技術実証計画の進捗状況について報告する。

STCP-2011-021
大学でできる再使用型ロケット実験 (その5)

米本浩― (九二大 )

九州工業大学では,2005年より有翼ロケットによる無人のサブオービタル飛行システムの研究を進めてきた。航法誘導制
御システム,推進システム,回収システムや複合材構造設計技術等の個別要素研究を進める一方,それらの技術実証を
目的とした小型有翼ロケット実験機を用いた飛行実験を行つてきた 2010年からは,北海道大学,防衛大学大学校および
」AXA宇 宙輸送ミッション本部や航空宇宙機メーカー等と連携し,高々度飛行を目指す有翼ロケット実験機の開発を進めて
いる これまでに行つてきた飛行実験結果を紹介し,サブオービタル飛行を目指す将来計画についても報告する.

ロケツト技術】

STCP-2011-022 低毒性推進剤推進系研究開発計画

斎藤憲吉 (ARD/」 AXA)

現在主流となつているヒドラジン系推進剤は、発がん性など生体に対して有毒なものであり、取扱時の防御施設の整備、残
推進剤の処理など将来問題視される可能性が高い。その対策として、生体や環境への負荷が小さい低毒性推進剤を用い
た推進系が必要となる。本件は、」AXAにおけるHAN系推進剤を用いた低毒性推進剤推進系の最新の研究開発計画を示
し、現状の取組状況について報告する。



STCP-2011-023 高性能小推力2液式スラスタの研究開発

長田泰― (ARD/」 AXA)

宇冒機の姿勢制御用スラスタとして、モノメチルヒドラジン/四酸化二窒素を推薬とする10N～ 20N級の小推力2液式スラ
スタの国産化が求められている。これまでに、システム検討と目標仕様の決定、インジェクタの改良などを行い、噴射試験
により目標比推力性能の向上を達成した。本報では、これら」AXA研究開発本部で進めている研究開発状況について報
告する。

SttCP-2011-024
超小型衛星搭載用―液式推進機の研究開発と性能評価
錦沢秀太郎 (首都大学東京・学 )

超小型衛星の実用化を強く推進するのは複数機によるコンステレーションの成立であり、それは継続的な地球観測等、単
機では実現できないミッションも可能となる。コンステレーションの成立には低電力で推力密度の大きな化学推進が適して
いるが、現在のヒドラジン系化学推進機の多くは電力や価格、取扱い性の面で超小型衛星への搭載は極めて困難である。
そこで我々は安全性と低価格を優先させた60wt%過酸化水素水を用いた超小型衛星用推進機の開発を行つてきた。本推
進機は真空中比推力90秒以上を実現し、現在は超小型衛星Hodoyosh卜 1への搭載に向けて開発を行つている。発表では
本推進機の詳細と共に、Hodoyosh卜 1への搭載状況について報告する。

STCP-2011-025 衛星用再突入時溶融促進型推進薬タンクの研究開発
増田井出夫(ARD/」AXA)

平成20年の米国偵察衛星(NROレ 21)落下で、推進薬 (ヒドラジン:N2H4)による落下地点汚染が問題となつた。また、寿命
後の人工衛星落下としては、平成23年 9月 の米国上層大気調査衛星(UARS)等も話題となつた。寿命後の(低軌道)衛星
は大気の影響等により徐々に高度が下がり、いずれ大気圏に再突入する。この時、融点が高いチタン合金製の推進薬タン
ク等は溶融せず、地上に落下し被害を及ぼす可能性がある。衛星再突入時の加害要素の一つである推進薬タンクを、再
突入時に分解、溶融するタイプ(溶融促進型)開発に必要な研究を実施し、成立性が確認でつつある。本発表ではこれまで
に行つてきた研究結果ならびに今後の研究開発計画について示す。

SttCP-2011-026
lN級小型推進機の推カベクトル測定に資する定置制御を利用した3軸推力測定装置
毎熊宗幸 (九二人・工府)

小型推進機の推カベクトルを評価する3軸の推力測定装置を提案する.従来,その性能評価には振子式の推力測定装置
が用いられてきたが,多くは1軸のみであり,振子の変位により推力を算出していた 本研究では,推カベクトル測定のた
めに,3軸の振子に対して定置制御を適用し,アクチュエータの制御電圧により推力を評価することを提案する 3軸全てに
定置制御を用いることにより,推進機の特性に合わせて各軸の推力測定レンジを任意に設定でき多様な推進機に対応で
きる これまでに,制御周期lmsと して,3軸 同時に定置制御を適用したところ,各軸の振動は2μ m(rms)で あつた 今回
は,試作した推力測定装置の特性について発表する.

STCP-2011-027 高い周波数の推力変動評価に資する加速度計測と定置制御を適用したスラストスタンド
各務聡 (九二人・工院 )

本研究では,高い周波数の推力変動を評価するために,振り子の変位の定置制御と加速度計測を併用したスラストスタン
ドを提案する 従来,推力が10N以下の推進機では,自 重は推力より大きいため,振子の変位により推力を評価する振り
子型のスラストスタンドが用いられてきた。当該方式は,精度が高く多くの実績を有する一方で,力学的に振り子の固有周
波数の1/3程度までの推力変動しか測定することが出来なかつた そこで,O Hz～ 固有振動数程度までの低周波数だけで
なく固有振動数以上の推力変動を測定するために,加速度センサと定置制御との併用を提案する 今回,試作したスラス
トスタンドの性能や特性を発表する

スラスタ/燃焼】

STCP-2011-028 低毒性推薬HANを用いた直流アークジェットスラスタの推進性能
三宅浩史 (大阪工大・工・学 )

直流アークジェットスラスタの推進剤として多く用いられてきたものにヒドラジン(N2H4)がある。しかしヒドラジンは発がん百
物質であるため、安全管理が難しくコストや時間の面で問題があつた。HAN(ヒドロキシルアンモニウムナイトレート
(NH30HN03))系推進剤はその点においてヒドラジンを超える燃焼性能、低毒性であることから取り扱いも非常に安全であ
るため、海外の研究機関などで注目されている。しかし、HAN系推進剤はその急激な燃焼性能から安定した燃焼が困難で
あるとされている。本研究では高真空チャンバ内で実際にHAN系推進剤の主燃焼生成物H20,C02,N2混合物、もしくは
HANそのものを使用してアークジェットスラスタの噴射実験を行い、アーク加熱流が電極に与える影響を評価し、さらに推力
特性を調べた。その結果、推進性能は低いものの安定作動が可能であり、今後のスラスタシステム設計・開発の指針が得
られた。

SttCP-2011-029
低毒性推進剤による超小型衛星搭載用二液式推進系の研究開発
鈴木信義 (首都大。SD・ 院 )

複数機の超小型衛星によるコンステレーションの成立は50kg級超小型衛星の実用化のために必要な技術であり,現在最
も求められている技術の一つである。超小型衛星でのコンステレーションには推力密度や消費電力の関係から液体推進
が適していると考えられるが,未だに超小型衛星に見合つた液体推進系は存在しない そこで我々は超小型衛星に見合つ
た推進系の研究開発を行つている 本発表では特に低毒性推進剤を用いた二液式推進系について紹介を行い 推進系要
素の選定や安定燃焼に向けた試験の結果について述べる



STCP-2011-030
HAN系 推進薬の安全性評価試験
松村知治(産総研)

ロケットや衛星の無重力環境下における3軸制御のために搭載される低毒性の姿勢制御装置用推進薬の安全性評価の一

環として、Methandの 含有量が異なる2種類のHAN(Hydroxプ Ammonium Ntrate)系 推進薬 (SHP163及 びSHP265)の 衝撃
起爆特性を評価する実験を行い、以下の知見を得た。1本研究で実施した範囲では、MethanOIの 含有量が少ないSHP163
が衝撃起爆する限界径は22mmであった。2本研究で実施した範囲では、Methan。 |の含有量が多いSHP265が衝撃起爆す
る限界径は22mmよりも大きくなる。

SttCP-2011-031
放電条件がHAN系 推進薬の反応に与える影響
田近 亨 (首都大・院 )

現在―液式姿勢制御用小型推進機は、推進薬の反応誘起に触媒が用いられている。推進薬には主にヒドラジンが用いら
れ、強い毒性が問題視されている。そこでグリーンプロペラントであるHAN系推進薬が注目されている。HAN系 推進薬はヒ
ドラジンと比較すると、高比推力、高密度であり、安全性の面からも注目されている。本研究室では触媒の代替となる大気
圧プラズマやグロー放電等の方法をHAN系 推進薬の反応誘起に用いる事により、推進機の高性能化を試みている。本発
表では、針電極放電による反応特性を評価した。電極の材質および形状、印加電圧および周波数、放電時の初期雰囲気
を変更し、HAN系 推進薬の反応量の計測を行つた。

SttCP-2011-032
HAN液体推進剤を用いたスラスタに関する研究
井上朋(東海大・工・院)

HAN(Hydroxプammonium ntrate)は 酸素含有量が多く,低毒性,高密度といつた特長を持つため,一液性推進剤やハイブ

リットロケットの酸化剤としての利用が期待されている HAN系一液推進剤 (SHP163)は ヒドラジンと比較した場合,凝固点
が十分に低く,密度比推力 (ρ Lp)が 17倍という特長も持つている そのためHANの 実用化に向けた取り組みとして,

SHP163を用いた一液性スラスタによる燃焼試験行つた これまでの燃焼試験および,性能評価結果について報告する.

STCP-2011-033
HAN系―液式推進剤にプラズマ支援燃焼を用いた小型スラスタ
出田啓介 (九工大・工府 )

現在,スラスタに用いる推進剤として,主 にヒドラジンが用いられているが,強い毒性を示し,取 り扱いには注意が必要であ
る。また,その触媒は熱に弱く,高性能で反応温度が高い推進剤に適用すると劣化してしまう。そこで,毒性がなく,高い比

推力を持つSHP163を推進剤として用い,触媒の代わりにプラズマジェットによる支援燃焼を用いたスラスタを本研究では提
案している SHP163は ,HAN(Hydrox口 Ammonium Ntrate)系 の一液式推進剤であり,8 atmで燃焼速度が急激に上昇する
というHANの 問題点を解決している そこで,本実験では,噴射器とプラズマジェットがなす角度を変化させた3種類のスラ
スタを試作し性能評価を行つた。今回はその結果を報告する

STCP-2011-034
N20/ジ メチルエーテル推進剤を用いた宇宙用小型推進機
山中元貴 (九工大・工府)

本研究では酸化剤に亜酸化窒素(N20),燃料にジメチルエーテル(DME)を用いた2液式の人工衛星用小型推進機を提案す
る.従来,推進剤としてヒドラジンやN204が用いられてきたが,毒性が強く融点が高いため,地上試験のコストは高く宇宙
空間で貯蔵するにはヒータが必要となる 一方で,N20とDMEは共に無毒な液化ガスであり,凝固点が各々-91℃ ,一

141℃であるためヒータを用いずとも液体として貯蔵できる また,金属材料への反応性はほとんどなくタンク材料に特殊な
材料を必要としない その理論比推力は,燃焼室圧力が04 MPa,ノ ズル開口比80のとき,286sであり他の推進剤と比べ

ても遜色がない。今回は,試作機を用いた燃焼実験について報告する
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STCP-2011-035 東海大学学生回ケットプロジェクトにおけるハイブリッドロケット開発
川井寛量 (東海大・工・学 )

東海大学学生回ケットプロジェクト(TSRP)で は、300mからlkmまで到達するハイブリッドロケットを開発している。モータは酪
化剤にN20を 、燃料にはワックスを用いている。ロケットの胴体素材にはGFRPを使用しており、機体回収用パラシュート放
出機構には無火薬式のものを用いている。機体には加速度計や気圧高度計、ビーコンなどが搭載されており、以上のよう
なロケットシステムを全て学生が開発している。現在は高度2km以上へ到達しt海上回収可能なロケットの開発を目指して
いる。また、模擬人工衛星“Cansat"を搭載可能な機体開発も行つている。本公演では、TSRPの 近年におけるハイブリッド
ロケット開発の成果について報告する。

SttCP-2011-036
バッフルプレートを備えるワックス燃料ハイブリッドロケットにおける質量流東とc*効率の関係
飯嶋 海(東海大院)

ハイブリッドロケットにおける低い燃料後退速度の改善にワックス燃料が有効である事がよく知られているが,ワ ックス燃料
は従来型の燃料に比べ燃焼効率が悪いため,これを解決する手段として当研究室ではバッフルプレートを提唱している し
かし,バッフルプレートを装備しないモータにおいても,特に質量流東が高い条件下において高いc*効率を示す事例が見ら
れ,バッフルプレート装備するモータにおいてはプレート部の推進剤質量流束の増大に従つてc*効率の向上する傾向が見
られる。そこで,本研究では推進剤の流量が増大する条件下で,それぞれの形式のモータにおけるc*効率がどのように変
化するかを考察する.



SttCP-2011-037
ワックス燃料を用いたハイブリッドロケットの燃焼効率に関する研究
崎尾和樹 (東海大・工・院)

最適な燃料の長さを決めるため、燃焼室容積を変化させた実験を行つた。燃料には、本研究テーマとしているワックスを用
いた。その結果今後の研究に必要な、最適特性燃焼室長さを得ることができた。また、燃焼効率の改善を目的とした、多子L

円盤(バッフルプレート)を用いる実験も行つた。従来と同じ形状のものを使い過去の実験データとの比較を行うが、従来と
は異つた形状のものを使うことで新たな効果を見出すことも目的としている。

STCP-2011-038
ワックス燃料を用いた酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットの後退速度に関する研究
篠原啓司(東海大・工・院 )

ハイブリッドロケットは,その安全性や低コストなどの利点から実用化が望まれているロケットエンジンである しかしなが
ら,燃料後退速度が遅いという大きな欠点を抱えている ワックス燃料はこの欠点を改善するために有効であることが近年
の研究で分かつている.しかし,ハイブリッドロケットの実用化のためには更に後退速度を高める必要があるため,本研究
ではワックス燃料と合わせて酸化剤流に旋回を加える実験を行つてきた。昨年度までの研究ではスワール数2～3程度の旋
回流で実験を行つてきたが,今年度はさらに後退速度を高めることを狙い,ス ワール数を上げて燃焼実験を行つている 今
回はその実験結果について報告する

SttCP-2011-039
ワックス系燃料ハイブリッドロケットの定常燃焼に関する実験的研究
松木彩 (東海大・工・学 )

ワックス燃料の成形性を良くするために燃料成型方法の改善を試み,パラフィンワックス
「

F105とエチレン酢酸ビニル共重
合樹脂EVAの混合燃料を製作した また0/Fシフトの影響を改善し燃焼効率を上げるために,「F105と EVAの比率を下つの

燃料内で段階的に変えワックス燃料の多層化を行つた。それにより燃料後退速度の履歴を制御し,常にO/Fが適切化する
よう試みた さらに,これらのワックス燃料の燃料後退速度特性を取得し,多層化ワックス燃料ハイブリッドロケットの設計を
行つた 本研究は最終的には」AXAハイブリッドワーキンググループで計画されているハイブリッドロケット地上燃焼試験装
置(HTE-5-1)で用いる供試体の提案を目的とし,ここではその現在の進捗状況について報告する

STCP-2011-040 供給系とカップリングしたハイブリットロケットの一次元振動燃焼解析
藤原桂 (東海大・工・学 )

ハイブリッドロケットの振動燃焼の解析には従来バルクモードの近似を使つて調べることが多かつたが,燃焼室のL/Dが大
きくなるにしたがって内部の流速分布の影響などが無視できなくなる可能性がある.このようなケースではチャンバー内の
ガスカ学と酸化剤供給系の伝達関数をカップリングして解く必要がある。このチヤンバー内のガスカ学の影響を考慮した研
究としてはKarabeyo」uのものが代表的であるが,これには液体酸化剤の供給系の影響が含まれていない 本研究ではこ
れを考慮し振動燃焼の安定限界と中立振動の周波数を求め他の解析手法との比較を試みた

STCP-2011-041 駿化剤としてH20を用いたガスハイブリッドロケットの燃焼特性
加藤美紀生(日 大・理工・学)

ガスハイブリッドロケットの酸化剤にH20を提案する H20の特徴は,安全で取り扱いが容易であり,高温のMgや AIと の反
応性が高いことが挙げられる。このことから,高温のMg―AIを 多量に二次燃焼器内へ噴射し,二次燃焼器内でH20と混合
燃焼させ,推力を得ることが可能であると考えられる。そこで燃料であるガスジェネレータにはMg―A1/Telon/Vた onを選定し
た 本研究では,ガスハイブリッドロケットを模擬した燃焼器内における,H20と Mg―A1/Telon/Vた onの燃焼特性について調
べた.

SttCP-2011-042
低融点熱可塑性樹脂の大型ハイブリッドロケット用燃料への適用
和田 豊(秋田大 )

本研究は低融点かつ機械的物性に優れた熱可塑性樹脂 (Low mettng tthermopbsuα LT)を大型ハイブリッドロケット用燃
料に適用することを目的 とする これまでに数種類のLTP系燃料について理論性能計算の推算と,燃料後退速度の測定
を実施し,従来の熱硬化性樹脂と比較して高い比推力と燃料後退速度を有していることが明らかとなつた.そこで,今後
5000N級のハイブリッドロケット用燃料への適用を視野に,適した機械的物性を有するLT系燃料の絞込みを行つたので報
告する。
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SttCP-2011-043
グレインに凹凸を有する酸化剤流旋回型ハイブリッ ドロケッ トエンジンの燃焼特性
畑垣伶 (首都大・院 )

ハイフリッドロケットの最大の欠点である低い燃料後退速度を改善するために、燃料表面に凹凸を複数設けたグ
レインを製作し、酸化剤の流れにより強い乱れを発生させることで燃料後退速度の増加を図つた。この凹凸グレ
インを用いて燃焼実験行い、軸方向の燃料後退速度の変化、凹凸形状の違いによるエンジン性能の変化、燃焼時
間が燃料後退速度に及ぼす影響などの燃焼特性を把握し、燃料表面に凹凸を複数設けることの有効性を評価し
た。

STCP-2011-044
パラフィン燃料酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエンジンのC*効率に及ぼす後方燃焼室の影響
斉藤 大亮 (首都大学東京大学院)

パラフィン燃料は一般的にC*効率が低いことが問題である この欠点を克服するために後方燃焼室を設置 したパ
ラフィン燃料酸化剤流旋回型ハイブリッ ドロケッ トエンジンを製作 した そして後方燃焼室形状,容積を変更 し
た実験を行い,燃料後退速度、C*効率を測定し,その効果を調べた



STCP-2011-045 境界層型ハイブリッ ドロケット～超音波を用いた燃料後退速度測定～

岩崎慎太郎 (東大・工・院 )

燃料後退速度はロケットを設計するうえで重要なパラメータである。一般的に燃料後退速度は燃焼前後の燃料の
厚みより算出されている。しかし燃焼器内の状況は時々刻々変化し、従来の計測方法では後退速度とそれに影響
を与える各種実験パラメータの正確な関係の把握は困難である。以上をふまえ、本研究では超音波を用いたリア
ルタイムな燃料後退速度の測定を実施した。固体燃料には高エネルギー物質グリシジルアジドポリマ (以下GAP)

とGAPの燃速を抑制するために用いる不活性ポリマのポリエチレングリコール (以下PEG)の混合燃料、PEG単体、
末端水酸基ポリブタジエンを用い、燃料後退速度の実験式取得を行つた。

STCP-2011-046
CAMUI型 固体燃料前端面燃料後退速度式にレイノルズ数および流路形状の与える影響
金井竜一朗 (北大・工・院 )

CAMUI方 式ハイブリッ ドロケットで用いられているCAMUI型 固体燃料の燃料後退速度式の取得を行つている
CAMUI型 固体燃料は高密度ポリエチレン製で二つのポー トを有する軸方向に短い円柱状の形状である。先行研究
で主な燃焼面の一つである前端面における燃料後退速度式中の実験定数が取得され,その値はモータによつて異
なることが明らかになつた そこで平均ポー ト軸長さLと 平均ポー ト径Dの 比であるL/Dと ポー ト内レイノルズ数
をパラメータとする追加実験を行い,実験定数を改めて算出した.その結果L/Dお よびレイノルズ数が前端面燃
料後退速度式中の実験定数に影響を及ぼすことが明らかになつた

ハイフリツドロケツトⅢ】

SttCP-2011-047
一次元解析モデルによるハイブリッドロケットの後退速度・圧力履歴の予測
船見祐揮 (東大・工・院 )

ハイブリッドロケットの内部弾道特性を長秒時にわたつて解析する,あるいは,パラメトリックに解析するためのツールを目
指して,一次元の解析モデルを構築する。このモデルでは,気相の化学反応や固体燃料の熱分解・気化などは十分に速い

現象であるとの仮定の下,比較的遅い現象である流体力学と固体燃料中への熱伝導の支配方程式を解くこととする。ま
た,燃料表面の熱収支式を解くことで後退速度を決定する 任意の時刻においてポートの内部形状は準静的変化であると

仮定してこの方程式系の収東解を求める そして,各時刻の収東解を積み上げることで後退速度や燃焼器内圧力の時間
履歴を得ることができ,本講演ではその結果について報告する

SttCP-2011-048
多断面旋回流方式を用いたハイブリッドロケットエンジンに関する研究
麻生 茂 (九大)

ハイフリッドロケツトエンシンにおける燃料後退速度を同上させるための燃焼万式は数多く研究されている.特に多断面旋
回流方式では,従来の燃焼方式と比較して,高密度ポリエチレン燃料の場合で約2～3倍 ,パラフィン燃料の場合で最大約
10倍の平均後退速度が得られており,燃料後退速度の向上に大変有効である 本研究では,注入断面密度および形状の
工夫により燃料後退速度,燃焼効率の向上を図る また,注入断面と燃料後退速度および燃焼効率に関する相関関係を
素オ

STCP-2011-049
ハイブリッドロケット推進用Si合成ポリマ燃料の熱分解特性の評価
Jヒ

j‖ 幸樹(lSAS/」 AXA)

ハイブリッド推進用の燃料そのものの特性を変えることで、燃料の燃料後退速度を向上させることを目的とした研究を実施
している。熱分解特性を向上させることができると考えられるSiを従来のポリマ燃料に化学的に合成させたポリマ燃料の試
作を行い、熱分解や燃焼に関する基礎データを取得し、燃料後退速度の評価を行つた。Siを合成させることで、熱分解速度
が速くなり、燃料後退速度が向上する可能性があることが分かつた。

STCP-2011-050 超臨界状態と亜臨界状態を仮定したハイブリッドロケットエンジン固体燃料表面の液層の不安定解析

足立将基 (ISAS/」AXA)

固体燃料としてHTPBを使用する従来のハイフリッドロケットエンジンは燃料後退速度が遅いという技術的課題が残る 近
年,パラフィンワックスのような固体燃料表面に薄い溶融層を持つ燃料を用いると,エントレーメント現象により後退速度が
上昇するという研究報告がなされた さらにKarabeyo」u(2005)に よリハイブリッドロケットエンジンでは内部が超臨界状態と
なつていることが示されたが ,超臨界状態を仮定したエントレーメント現象の詳細な解析は多くない そこで本研究では数値
解析を用い,超臨界と亜臨界の両方を模擬し,パラフィンワックスを用いたハイブリッドロケットエンジン内部の液層の不安
中性について燿新弁行う

SttCP-2011-051
酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエンジンの燃料後退速度に対する支配パラメータ
平田浩祐 (首都大・院)

これまでの研究から,酸化剤流旋回型ハイブリッドロケットエンジンの場合,グレイン前縁部の局所燃料後退速度は燃焼時
間に依存しないのに対し,後方部では局所燃料後退速度が燃焼時間の増加に伴つて減少するという違いがあることがわ
かつた。そこで本研究では,グレイン前縁部と後方部の燃料後退速度がどのようなパラメータによつて支配されるかを検討
し,さらにそれぞれの燃焼メカニズムについて考察を行つた



イフ シ ロン ロケ ツト

SttCP-2011-052
イプシロン開発の現状と固体ロケットの発展構想
森田泰弘 (ISAS/」 AXA)

イプシロンロケットは、ロケットのインテリジエント化や管制のモバイル化により設備と運用のコンパクト化を推進している。ま
た、設計解析の情報化により開発の効率化にも取り組んでいるところである。これらは、設計・製造から射場の運用に至る
までのライフサイクル全体で、設備やプロセスをとことんコンパクトにしようという理念を実現するための第一歩である。一

方、この理念に沿つた改革の次のステップとして、産学官の連携により、低融点推進薬や搭載系のワイヤレス化、そして口

ケットの回収システムなど、固体ロケットのより抜本的な低コスト化を目指した研究を鋭意進めている。ここでは、イプシロン
ロケットの開発の現状と固体ロケットの発展構想について報告する。

空 気 吸 い込 み 式エンジン技 術 1】

SttCP-2011-058
超音速ジェッ トエンジンのエアインテークの最適化に関する研究
大木純 (早稲田大・基幹理工・院 )

超音速ジェットエンジンの性能はインテーク性能によって大きく左右され、また、設計点のみならず非設計点での性能も重
要である。そこで、本研究では、多目的遺伝的アルゴリズムを用いて、マッハ数5で飛行する巡航機と加速機用の矩形イン
テークの最適設計を行なつた。インテーク形状 (ランプ角度やカウル長さ等)をパラメタとして、流量捕獲率と全圧回復率の2
つを目的関数として解析を行なつた。インテークの解析には、理想的な2次元流れを仮定している。

STCP-2011-059 観測ロケットを用いた極超音速飛行試験用エアインテークに関する検討
○宮岡諒 (早稲田大学 )

」AXAで開発中の予冷ターボジェットエンジンを対象とし、極超音速下でのシステ ム実証を目的とした飛行実験の計画を検
討している。これは、観測ロケット(S-520)の フェアリング部に実験機を搭載し、最高高度約140km地点で実験機を分離 さ
せた後、下降時に実験を行なうものである。エンジンサイズ高約20mm、 幅約25mmと 小さいため、ラムジェットエンジンとす
る。本研究は、この飛行実験に向けた、インテーク流路形状の設計や実験機関連の検 討結果について報告する。具体的
には、抽気位置の見積もり、境界層剥離の考 慮、機体の始動性および圧力回復率の評価、ラム圧縮後の推力計算、燃料
消費量 の検討である。



SttCP-2011-060
Busemann lnletの超・極超音速エンジンヘの適用について
〇小島孝之 (」AXA/ARD)

フーゼマンインレットとは、テイラーマッコール流として表現できる流れ 場の一つであり、球座標系にて表現できるため、従
来の矩形、軸対称インテークと比較して自由に形状 (捕獲形状)を定義できる。このため、従来スクラム ジェット用インレッ
トの候補として研究が行われてきた。本研究においては、この設計方法を超・極超音速ジェットエンジンのインテークといて
適用することを 目標として、設計方法の検討を行つた。発表においては、パラメトリックスタディーの結果と共に、今後の課
題についても紹介する。

STCP-2011-061 伝熱工学的経験式を用いた空気予冷却器の数値解析
吹場活佳 (静大・工)

空気予冷却器は液体水素を燃料とする極超音速機用空気吸い込み式エンジンにおいて空力加熱からエンジンを防護する
とともに推力の増大を図る熱交換器である。JAXAにて開発中の小型予冷ターボエンジンに搭載されている空気予冷却器
は1000本を超えるチューブを用いており、従来の手法により流れの数値解析を行うのは多大な計算負荷のため困難であ
る。本研究では伝熱工学における経験式とCFD解析を組み合わせ複雑な熱交換器周り流れの解析を試みる。

SttCP-2011-062
傾斜バッフル板を用いた矩形極超音速ノズルの推力計測
塚本 真広 (群馬大)

予冷ターボジェットエンジン排気ノズルとして,可変スロート機構・外部ランプを備えた矩形極超音速ノズルの適用が検討さ
れている 離陸時に大きな騒音被害をもたらす可能性があることから,空カタブと呼ばれる騒音低減デバイスを適用するこ
とも検討されている.騒音低減デバイス使用時の,推力損失が懸念されていることから,傾斜バッフル板を用いた簡便な推
力計測法を開発し,実機離陸時の条件を模擬した試験を実施した。空カタブを用いた場合,推カベクトルの絶対値は変化
せず,その角度のみが変化していくことが明らかとなつた

STCP-2011-065 高速走行軌道実験の水制動特性に関する数値解析
友常雄太郎(東大・工・院)

室蘭工業大学が中心となつて行われている「高速走行軌道実験」において、一旦加速されたスレッド(走行台車)の制動距
離を予測することが重要である。低コストでの運用を目指し、本実験装置では、水の抵抗を利用した制動装置が採用されて
いる。本講演では、水制動特性の把握と、制動板形状最適化を目指して実施した、サブスケール実験を紹介するとともに、
対応する数値解析によつて制動板周りの液体挙動と抵抗力を模擬する試みについて報告する。

甲 冒 篠 連 機 システム 】

SttCP-2011-066
快適な宇宙旅行の実現を目指した宇宙往還機の誘導最適化
松浦佑貴 (東大・工・院)

近年,民間企業による宇宙旅行事業への挑戦が活発に取り組まれており,将来的には宇宙旅行市場の拡大や需要の増
加が見込まれている そこで本研究では乗り心地に着目し,これを向上することで気軽に行くことのできる宇宙旅行の実現
を目指す 鉄道やエレベータなど既存の輸送機関において,乗り心地の評価に有用とされている物理量に躍度(ジャーク)

があり,これを最小化することで乗り心地を向上することができると言われている 本研究ではまず,宇宙往還機打ち上げ
時において,乗客にはたらく躍度を推力制御によつて最小化し,乗り心地向上誘導に必要となる推力の与え方を明らかに
した また,最終的な燃料消費量から輸送効率の検討を行つた

SttCP-2011-067 高頻度再使用宇宙輸送システムの研究
丸祐介 (ISAS/」 AXA)

再使用宇宙輸送機は,高頻度に運用されてこそ意味があり,また経済的にも成立する,宇宙往還のための「技術」の研究
とともに,宇宙輸送機を航空機 (エアライン)のように運用する技術やしくみが必要である.我々は,宇宙輸送機が高頻度に
運用される未来を想像し,そのような世界に辿り着くために必要な,またそのような世界で必要な技術の研究を実施してい
る.研究のスコープを示した上で,今年度の研究状況を報告する。



STCP-2011-068
サブオービタル宇宙機の概念検討
田口秀之(」AXA)

高度100kmに到達するサフオービタル宇宙機の海外動向調査と概念検討を行つた。海外動向調査の結果、米国において

宇宙観光事業の実現に向けた機体開発と法制度の整備が進められていることと、欧州においては機体開発構想があるも
のの法制度の整備が遅れていること等が判つた。また、多くの事業者が地球上2地点間輸送を次世代ビジネスのターゲット
にしていることが判つた。この調査結果を受け、宇宙観光ミッションと超高速輸送ミッションに対応するサブオービタル宇宙
機の概念検討を行つた。その結果、予冷ターボジェットとロケットエンジンを備えた単段式の有翼機体で、日標ミッションを達
成できる見通しを得た。

STCP-2011-069 室蘭工大の小型超音速飛行実験機の空力設計と空力特性評価
溝端一秀 (室蘭工大)

室蘭工大では、大気中を高速度で飛行するための各種の革新的基盤技術を研究し、その性能・機能を実際の高速飛行環

境下で実証することを狙つて、フライングテストベッドとして小型超音速飛行実験機の構築を進めている。これまで、搭載エ

ンジンの概念検討を進めるとともに、機体の空力形状を設計し、各種の風試によつて空力特性を評価してきた。また、同等
の形状・寸法のプロトタイプ機体を製作し、低速飛行試験に供して、空力特性・飛行特性の概略を把握した。さらに、搭載エ

ンジンの改良設計に伴つて、機体形状の改良設計を進めている。これらの取り組みの現況を、特に空力設計と空力評価の

観点から報告する。

金属粉によるラムジェット着火促進効果に関する研究
加藤昂大(東海大・工・院)

STCP-2011-070

近年,TS丁 0のエンジンの1つとして空気吸込式の複合サイクルエンジンが考えられている.本研究室では,空気吸込式の複
合サイクルエンジンの1つであるハイブリッドロケットとラムジェットの複合サイクルエンジンの研究を行つている本研究では,

このエンジンの課題として挙げられるラムジェットの着火をより確実なものとするために,ハイブリッドロケットの燃料である
WAX系燃料に金属粉を混合し,燃焼後に排出される金属粉を用いてラムジェットの燃焼室内にHotSpotを 形成し,ラムジェット
の着火促進を狙いとし,行つたその結果と考察を報告する.

STCP-2011-071
ハイブリッドロケット&ラムジェット複含エンジンのエジエクタロケットモードの実験的研究
比真祐太 (東海大・工・院 )

エジェクタロケットとは、エンジン内部に搭載されたロケットの排気によるエジェクタ効果を利用して空気を吸い込むことで推
力の増加を図ろうとするエンジンである。 本研究ではエジェクタロケットモードにおける推力増強効果及び空気吸い込み特

性を調べるため、エジェクタノズルの設計・製作を行い、それらを用いて常温酸素をロケットの噴射とするコールドフロー試

験及びワックス燃料を用いた燃焼実験を行つた。エジェクタノズルを供試体に装着し実験を行うことでエジェクタ効果による
空気の吸い込みが確認された。 実験の結果、スロート径の大きいエジェクタノズルを装着した場合に推力、空気吸い込み
性能共に良い結果となった。

STCP-2011-072 腹合エンジン搭載輸送システムの検討状況について

富岡定毅 (」AXA角 田)

」AXA宇 宙輸送ミッション本部では、将来の再使用宇宙輸送システムの構築を最終日標としつつ、高速の長距離移動機とし
て中間的なシステムで市場の開拓も展望したリファレンスシステムの検討を進めている。リファレンスシステムの特徴の一
つは、航空機様の運用を考え、多くの再使用宇宙輸送システムで想定されている液酸/液水の組み合わせではなく、液体
炭化水素燃料 (当 初想定はエタノール)/液酸の組み合わせを想定していることにある。再使用将来輸送系システム構築
においては、再使用性確保のための安全率向上や、帰還のための降着装置などの装着などシステム重量増加要求への

対応が必要であり、また長距離輸送のためにはdown rangeの伸長要求に対応することが必要となる。これらの要求への策
として、」AXAではロケットエンジンと空気吸込みエンジンの複合化による比推力の大幅な向上を目指した研究開発を進め
ている。空気吸込みエンジンについては高速域で有利なラム/スクラムジェットエンジンを対象としている。本研究では、リ
ファレンスシステムの検討状況について紹介する。

SttCP-2011-073 「STOttRBCCの 重量推算
齋藤俊仁 (」 AXA)

水素を燃料とするTSttO向 けRBCC(ロ ケット/ラムジェット複合推進)の重量推算を実施した。重量推算はエンジン本体ダクト
構造のみを対象とした。エンジン本体ダクト構造をいくつかの要素に分割し、それぞれに矩形ダクトを仮定して重量を算出し
た。それぞれの矩形ダクト構造は冷却構造平板とそれを支えるリブから成るものとし、すべての材料はニッケル合金とし
た。ダクト構造のサイズと、内圧をパラメータとして、ダクト構造の剛性を支えるのに必要なリブ高さを求め、密度からダクト
構造の重量を算出した。最後にエンジン各要素を総合してエンジン全体の重量を算出した。

SttCP-2011-074 拡大管内での擬似衝撃波についての一次元解析
大越将輝 (東北大・工・院 )

ラム/スクラムジェット流路にロケットエンジンを内蔵したRBCCエンジンの作動においては、超音速で流路に流入した空気
を、拡大管内に生じる擬似衝撃波を通じて亜音速に減速後燃焼を行わせ、熱閉塞によって圧力上昇を支える、所謂ラム
ジェットモード作動が比推力向上の為に有効である。システム検討においては、一次元計算で多くのパラメータを振る方法
が有効ではあるが、擬似衝撃波を通過する流れは一次元的に表現することが難しく、何らかのテクニックが必要となる。本
研究では、定断面ダクト内での擬似衝撃波の準一次元解析として提案されてきた拡散モデルを基に、拡大管内での擬似衝
撃波の長さや圧力分布を表現することを試みたので報告する。



STCP-2011-075
エジェクタ・ジェットによる空気吸込み量に関する数値計算
長谷川 進 (」AXA角 田宇宙センター)

極超音速飛行システムの推進システムとしてロケットーラムジェット複合エンジンが有望視され、その研究が世界各国で行
われている。角田宇宙センターでも複合サイクルエンジン研究を進めており、作動モードを変えて広い飛行領域をカバーす
る。離陸からラムジェット・モードヘの移行を担うのはエジェクタ・モードである。地上試験設備での亜・遷音速領域でのエン
ジン性能設計評価法は困難である。よつて、CAMUレ イヽブリッド・エンジンをエジェクタ・ロケットのコアとして利用し、亜音速
飛行条件でのエジェクタ性能のデータの取得に成功した。本研究では、エジェクタ部の形状を変更した場合の空気吸込み
量の変化を調べたので報告する。

作動周波数lkHz級多気筒パルスデトネーションロケットエンジンの実験研究
笠原次郎 (筑波大・シス情 )

単純なデトネーション管でも水素燃料の空気吸い込み式エンジンで4200秒の比推力が獲得可能である。さらに、推進剤を
部分的に充填すると推力はより増大する。ただし、実際のエンジンとして実用化・飛行試験を行うために十分な推力密度を
得るためには、少なくともkHzオーダーの作動周波数でデトネーションを開始する必要がある。本研究では、可視化技術を
駆使して、各サイクルでのデトネーションの生成を確認しつつ、4気筒のパルスデトネーションエンジンにてlkHz級の作動周
波数の推力試験を行つた。本研究発表では、その最新の成果を報告する。

SttCP-2011-077
伸長管付き衝撃波管による力積生成とPDEの部分充填推力増大効果に関する研究
中山博喜 (筑波大・シス情 )

部分充填推力増大効果は、PDE(パルスデトネーションエンジン)のような間欠的推力方法に特有なものである。その原理
は、充填した推進剤が後方に存在する慣性ガスから反作用を受けるために、エンジン全体に推進剤を充填する場合に比
べて、部分的に充填することで推力が増大するというものである。本研究では、真空下でもこの効果が存在することを、
PDEを模擬した衝撃波管、および伸長管を用いて、比熱比とモル質量を変化させ (水素、ヘリウム、窒素、アルゴン、六フッ
化硫黄を用いて)実験を行つた。また特性曲線法による数値計算によつて、得られる推力とも比較した。

STCP-2011-078
マイクロ波ロケットにおけるリードバルブ式吸気機構の推力への影響
小松怜史 (東大・工・院 )

マイクロ波ロケットは宇宙への大量物資輸送手段として期待されている。周辺大気を推進薬とするため,高いペイロード比・
低コストを実現すると考えられており,その吸気機構の開発が重要となる 本研究では吸気機構として推力発生過程で生じ
る圧力変動に合わせて自発的に開閉するリードバルブを採用した.さらにマイクロ波発振源ジヤイロトロンを用いてロケット
を作動させ,発生した高圧空気の圧力を計測することで吸気機構の推力への影響を算出した その結果推力はリードが無
い場合に比べ2倍以上となり,マイクロ波の照射繰り返し周波数を増加させることでさらに推力を増加させることが可能であ
ることがわかつた

SttCP-2011-079
予冷ターボジェットエンジンのアフターバーナにおける燃焼状態とNOx生成
喜多翔ノ介、西田俊介、George hnus(東 大・工・院 )

宇宙航空研究開発機構で開発されている予冷ターボジェットエンジンの環境適性を評価するため、アフターバーナを模擬し
た小型の燃焼器を製作し、様々な燃焼温度におけるNOxの生成量を計測した。計測に際しては、プローブをノズル出口に
挿入し排気を直接採取することでガス分析を行う方法を採用した。その結果、水素過濃燃焼では同燃焼温度での希薄燃焼
と比較して、NOxの生成が阻害されていることが明らかになつた。また過濃燃焼時に燃焼振動が発生すると、燃焼温度の
低下と共にNOxの生成量が増大した。この燃焼振動は当量比2～ 3程度の広い範囲で見られたが、噴射する水素に若干
のアルゴン等を添加すると、振動が抑制される傾向が見られた。

STCP-2011-080 高エネルギ密度燃料の燃焼完結に及ぼす粒径の影響―炭素とホウ素の類似点に着目して一

牧野 敦 (」 AXA・ 研開本部 )

炭素は高エネルギ密度燃料の一つではあるがホウ素に比べ発熱量 (単位体積あたり)は半分程度である。しかしながら,

石炭燃焼の基礎研究で調べられてきたため,他の物質に比べ燃焼特性はかなり明確となつている.ここでは,炭素を高エ
ネルギ密度燃料のモデル燃料と位置付け,燃焼完結に及ぼす粒径の影響を,数値計算のみならず解析的にも調べてい
る.解析では漸近解析の手法を用いることにより,表面反応が活性化される条件を導出しており,燃焼室の諸条件により
決定される値以上の粒径でなければ,熱損失ゆえに表面反応が失活し,燃焼が完結しえなくなることを明示している.ま
た,この知見をホウ素粒子の燃焼へ適用することも試みられている.


