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形で表示することが可能となる．

　生体運動と生殖　    

     客員助教授 奥野　誠

１．マウスの雄の生殖機能における過重力の影響を遠心飼育機を用いて研究している．本年度は特に出産とその

後の発育について調べた．その結果 2.5G まではほぼ地上コントロール群と同等な出産発育を示すが，3G で

は出産までは可能だがほとんど生育せず，4G では妊娠にまでも至らなかった．

２．ニハイチュウ幼生における重力走性．ニハイチュウ滴虫型幼生の重力走性は体の側面に密生する繊毛運動に

密接に関係していると考えられる．そこで遊泳のらせん軌跡の解析と共に繊毛運動活性の局所的な差異を測

定しようと試みている．

３．哺乳類精子におけるタンパク質のリン酸化が関係する運動制御機構について，ハムスターを用いて調べた．

精子形成以後受精に至るまでに，精子の運動は数段階の変化をするが，それぞれに対応して異なったタンパ

ク質のリン酸化が生じることを見出した．

４．哺乳類精子を用いて，運動に必要なエネルギーを供給しているミトコンドリアの活性と精子の運動の関係を

調べた．それらが別々の制御機構の下で調節されていることが分かってきた．

ｆ．宇宙輸送研究系

　科学衛星打上げ用ロケットの構造と機能

 教　授 小野田淳次郎 助教授 峯杉賢治 技　官 橋元保雄

 技　官 喜久里豐 技　官 内田右武 技　官 富沢利夫

 技　官 下瀬　滋 技　官 池田光之 都立科学技術大 渡辺直行

　衛星打上げ用ロケット，観測ロケットなどの構造要素として，モータケース，各段間接手，ノーズフェアリング，

尾翼，尾翼筒およびサブブースタ切離し機構などについて，研究開発を行っている．

　M-V 型ロケットについては，M-V-5 号機用の第４段 KM-V2 モータの CFRP 製モータケースの設計検討を行った．

また，そのエンジニアリングモデルを製作し，耐圧試験，静荷重試験を行った．そして，取得されたデータの解

析・検討を行い，その結果を地燃用モータケースの設計に反映した．１/２段接手については，詳細な設計検討を実

施した．２/３段接手については，短縮型の設計検討を行った．M-V-5 号機用の３/４段段接手に関しては，設計検討

を行った．

　

　科学衛星の構造・機構

 教　授 小野田淳次郎 助教授 峯杉賢治 都立科学技術大 渡辺直行

     助教授 樋口　健

　科学衛星の構造および太陽電池パドル等の展開機構の開発研究を行っている．

　ASTRO-E に関しては，モーメンタムホィールによる擾乱が観測機器に与える影響を詳細に調査し，その対応策

を検討した．ASTRO-F に関しては，太陽電池パドルの設計を行った．DASH に関しては，構体の設計，衛星分離

機構の機能試験を行った．SOLAR-B に関しては，高い形状安定性を要求される光学架台の開発を含めた構体の設

計検討を行った．

　飛翔体の機体計測に関する研究

   技　官 富澤利夫  技　官 長谷川克也

　飛翔体開発計画の一環として，その飛翔時の機体各部の状態および挙動を計測するためのシステムの開発，取得

データの解析および処理方式の研究を行っている．
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　今年度は M-V-4 号機の飛翔データの解析処理を行った．また，M-V-5 号機に向けて計測系のディジタル化の検討

を行い，一部についてはモデルの製作を行った．

　飛翔体の構造動力学

 教　授 小野田淳次郎 助教授 峯杉賢治 技　官 橋元保雄

   技　官 下瀬　滋 都立科学技術大 渡辺直行

　科学衛星打ち上げ用ロケットについて機体の動特性の評価を行い，制御系の設計等に資するとともに，ランチン

グオフ，風および制御等に伴う機体の運動と荷重について研究を行っている．

　今年度は，M-V-1, 3 号機の飛翔結果に基づいて更新された M-V 型ロケットの数学モデルを用いて，M-V-4 号機の

飛翔時の荷重解析を行った．

　環境試験方式の開発研究

 教　授 小野田淳次郎 助教授 峯杉賢治 技　官 平田安弘

   技　官 富澤利夫 技　官 吉田邦子

　搭載機器の計装と関連して振動・衝撃・スピン・動釣合等の機械環境試験法に関する研究および試験条件の策定

について研究を行っている．特に動電型振動試験装置による振動・衝撃試験において，小型計算機を用いた制御お

よびデータ取得の方式について研究を行っている．

　今年度は，観測ロケット S-310-29 号機，ASTRO-E のフライトモデル，MUSES-C の MTM，等の試験を行った．

　Ｍ型ロケット発射装置の動特性の計測

 教　授 小野田淳次郎 助教授 峯杉賢治 技　官 橋元保雄

 技　官 富澤利夫 技　官 池田光之 技　官 下瀬　滋

　Ｍ型ロケット発射装置の発射時の諸特性を計測している．　今年度はＭ- Ｖ型用に改造された発射装置での M-V-4

号機の発射時の振動を計測し，Ｍ- Ｖ型ロケットや発射装置の数学モデルの妥当性の確認を行った．

　ＦＷモータケースの設計方法に関する研究

 教　授 小野田淳次郎 助教授 峯杉賢治 教　授 八田博志

 助　手 後藤　健 客員助教授 青木隆平 都立科学技術大 渡辺直行

　CFRP 製 FW（フィラメント・ワインディング）でつくられるモータケースは，軽量・高強度なため，重量的に

有利であり，かつ，量産により製造コストが安くなる利点も有する．ただし，モータケースの大型化及び燃焼の高

圧化に伴い，FW 製モータケース特有の問題が生じる．本研究では，その問題に対処する設計手法について検討を

行っている．

　今年度は，平行部の積層構成と破壊強度に関する検討，及び，モータケースとスカートとの接合部の破壊挙動に

関する検討を行った．

　柔軟宇宙飛翔体の構造と制御

   教　授 小野田淳次郎 共同研究学生 内田英樹

　柔軟宇宙飛翔体では構造と制御系は密に関係するので設計に当たっては両者を含む系について同時最適化を行う

必要が生じる．その手法について理論的研究を行っている．

　柔軟構造物の振動制御の研究

 教　授 小野田淳次郎 助教授 峯杉賢治 技　官 富沢利夫

 技　官 平田安弘 技　官 下瀬　滋 COE 研究員 呉　賢雄

     特別共同利用研究員 大久保洋志
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　構造物の剛性やダンパの減衰力を制御することにより，構造物の振動を減衰させるという新しい準能動的振動制

御法，クーロン摩擦や粘着層による減衰効果を利用する受動的制振法，そして能動的制振について，トラス構造等

を中心として理論的および実験的研究を行っている．

　今年度は，機能材料である液晶型 ER 流体を用いたアクチュエータによる準能動的制振の研究を行った．また，

粘着層を持つポリイミド膜による受動的制振効果のメカニズムについて，数学モデルによる動的挙動の近似を中心

に研究を行った．

　カプセル型飛行体の動的安定性に関する実験的研究

  教　授  安部隆士 技　官 佐藤俊逸 大学院学生 山本和志

     特別共同利用研究員 松川　豊

　カプセル型の飛行体では，遷音速域において動的な不安定性を示すことが知られている．この研究では，そのメ

カニズムを明らかにすることを目的として，主に，ウェーク領域の影響について実験的，数値解析的研究を進めて

いる．本年度の研究では，ウェーク領域におかれた物体が動的不安定性に大きな影響を持つことが判明しており，

影響のメカニズムを明らかにすることを通して，動的不安定性そのもののメカニズムを明らかにした．来年度は，

このメカニズムに基づき，動的不安定を回避する飛行体設計法を開発する．

　希薄ジェットのノズル周辺物体との干渉に関する研究

 教　授 安部隆士 技　官 佐藤俊逸 大学院学生 廣谷智成

     客員助教授 鈴木宏二郎

　宇宙機がその姿勢制御のために用いるジェットは，周辺物体に大きな影響をもたらす場合があり，その影響を予

知することが重要となっている．一例としては，小惑星にランデブドッキングする際，ジェットとダスティな小惑

星表面の干渉により，宇宙機の汚染の問題がある．この研究では，この汚染の度合いを実験的に明らかにすると同

時に，予測法の開発を行う．

　衝撃波と渦との干渉に関する研究

   教　授 安部隆士 共同研究学生 松浦一哲

　ジェットノイズ等の空力音の発生では，衝撃波と渦の干渉がその基本メカニズムとなっている．この研究では，

衝撃波と渦が干渉する際に放出される音波について，理論解析を進めると同時に実験的な検討を進めた．実験的に

は，干渉縞による可視化手法を開発し，さらに数値解析の手法により実験で観察された現象を再現出来ることを確

認している．また，ここで生じる非定常な現象の観察に適した可視化法を見出し，その実用性を検証した．

　USERSを用いた輻射計測実験

 教　授 安部隆士  教　授 雛田元紀 助　手 藤田和央

　大気に再突入する飛行体では，飛行体の受ける空力的な加熱を把握することが重要であり，そのため，飛行体全

面に生じる衝撃波により生成される高温大気の状態を正確に把握する必要があるが，そのような高温大気を地上で

生成することは困難であり，実飛行環境で，そのような高温大気からの輻射光の分光分析を行うことは，新たな知

見をもたらすと考えられる．この研究では，無人宇宙実験機構（USEF）が現在開発を進めている USERS 衛星を用

いて，そのような輻射分光測定をすることを目指して準備を進めている．

　MUSES-C の大気再突入カプセル飛行環境予測

 教　授 安部隆士 助　手 藤田和央 大学院学生 金井憲彦

   静岡大 大津広敬 客員助教授 鈴木宏二郎

　MUSES-C では，大気に再突入するカプセルが用いられる．このカプセル飛行体が経験する飛行環境の予測を目

指して，検討を進めた．VSL 方程式による淀み点での飛行環境を，特に耐熱材との干渉に関して検討し，耐熱材の
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酸化，蒸発による劣化についての検討を進めた．さらに VSL 方程式の解法に関する研究，耐熱材の劣化についての

新たなモデルに関する研究，化学反応モデルについての研究を進めた．

　また，衝撃波背後の高温気体からの輻射の予測についての検討を進め，予測するための計算コードを開発し，輻

射場と流れとの干渉についての研究を進めた．さらに，カプセル飛行体回り全体における飛行環境の予測をめざし

たシミュレーションコードの開発を進めた．

　超高速衝撃波発生装置による超高速衝撃波特性に関する研究

 教　授 安部隆士 助　手 藤田和央 技　官 佐藤俊逸

     大学院学生 松田　淳

　MUSES-C の再突入カプセルの突入速度は，13km/sec に達し，その際に生じる衝撃波背後の熱化学的状態を実験

的に把握する必要がある．このため，このような強い衝撃波を発生させるためにフリーピストン型の衝撃波管を開

発し，その基本的特性を把握するとともに，13km/sec を上回る速度の高速衝撃波の発生を確認している．この装

置を用いて，高速衝撃波背後の熱気体力学的な構造を明らかにしている．低速（8km/sece 程度）の衝撃波背後で

は観測されていない非平衡な構造が明らかになっている．

　

　電磁力による空力加熱低減に関する研究

 教　授 安部隆士 助　手 藤田和央 技　官 佐藤俊逸

     大学院学生 滝澤勇二

　惑星大気に再突入する宇宙機にとって空力加熱の回避はキーとなる技術である．この研究では，空力加熱の低減

のため電磁力とプラズマとの干渉を利用することを目指す．本年度は，小型の加熱装置の開発を行った．

　LBE法に関する理論的研究

     教　授 安部隆士

　Lattice Bolzmann Equation 法は，Lattice Gas 法の改良版として注目されている流体シミュレーション法である．

通常の方法に比較して，特に高効率のシミュレーション法として注目されているものである．この計算アルゴリズ

ムは単純で専用の演算器を開発することにより，大規模計算をすみやかに実行できる可能性がある．このため，専

用の演算器の構成について検討を進めている．

　DSMC専用計算機の開発

    教　授 安部隆士 大学院学生 歌野原陽一

　希薄流れのシミュレーション技法として標準的なものである DSMC 法の高速化による大規模計算の要望が高

まっている．このため，高速化における主なネックとなる計算ルーチンを専用のハードウェアでこなすことにより，

計算全体を高速化する可能性を検討した．さらに，このような専用のハードウェアの開発を行い，このような計算

システムを実証した．

　このような手法は，流れの数値解析一般に適用可能であり，今後，他の計算スキームについての拡張を行う予定

である．

　高速再突入実験（DASH）の設計・検討

 教　授 安部隆士 助教授 稲谷芳文 助教授 川口淳一郎

 助教授 森田泰弘 助教授 石井信明 助　手 山川　宏

     助　手 山田哲哉

　惑星ミッションで応用が見込まれるサンプリルターンにおいては，双曲線軌道から直接地球大気に再突入する飛

行体の開発が必須のものとなっている．そのような機体の開発は，飛行環境の予測，耐熱構造の開発から始まり，

最終的には，機体システムとしての機能の実証が必要である．本年度は，高速再突入実験（DASH）の設計を進め，
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機体構成を決定すると同時に地上回収のための準備を進めた．実験期日は，２０００年２月から１年延期となっており，

来年度は，宇宙機の維持を計りつつ，実験に臨むことになる．

　再突入カプセルの遷音速における動的不安定性に関する数値解析

   教　授 藤井孝藏 助　手 寺本　進

　MUSES-C プロジェクトのカプセルに関連して，その遷音速域において生ずる振動現象解明を目的とした解析を

進めている．新しい後処理方法を開発し解析を進めた結果，後流域におけるリング状渦と一対の縦渦の存在が振動

を引き起こす重要な流れ現象となっていることが明らかとなった．さらに全面形状が動的な安定を決めていること，

定常流れ解析を用いた予測法が確立できる可能性があることなども明らかになっており，さらに研究を継続してい

る．

　数値シミュレーション技術を用いた空力解析システムの設計に関する研究

     教　授 藤井孝藏

　宇宙工学におけるさまざまな空力問題への数値シミュレーション技術の利用を促進するために解析システムの設

計と制作を行った．昨年度完成した試作品を利用して問題点の抽出を行い，システムとしての改善を推し進めてい

る．

　飛翔体空力数値シミュレーションの信頼性に関する研究

   教　授 藤井孝藏 大学院学生 竹宮哲士

　宇宙輸送に関わる代表的な形状をいくつか設定し，それらに対する数値シミュレーションの信頼性を明確にする

研究を進めている．アポロ形状については広い速度領域において数パーセントの誤差で六分力を見積もることがで

きることが明らかとなっている．今後，より広範囲の形状について同じように信頼性の確認作業を行っていく予定

である．現在，開発が進んでいる HOPE-X の機体形状に関しても並行して同様な研究を進めている．

　超音速の乱流剪断層に関する実験的研究

 教　授 藤井孝藏 助　手 寺本　進 特別共同利用研究員 友近一善

  　   東京理科大 服部直三

　速度差のある並行気流において生ずる乱流剪断層の混合特性を見る目的で小型風洞において実験を行った．ピ

トー圧と可視化画像を解析した結果，発達率について過去の実験を再現することができた．測定部の改修などを行

うことで，前年に比べてより精度の高い実験結果を得ることができた．

　平板に衝突する超音速ジェットに関する感圧塗料を用いた実験的研究

 教　授 藤井孝藏 助　手 寺本　進 特別共同利用研究員 友近一善

     東京理科大 服部直三

　斜め平板に衝突する超音速ジェットの干渉形態を知る目的で，小型風洞での実験を開始し，計測系の設定および

基礎的な予備実験を行った．感圧塗料を利用した予備的試験では，特に光源として安価な青色 LED を利用したが，

温度依存性などの課題は残されているものの安定で大きな出力を得ることができた．さまざまな塗料，塗布方式，

光源，カメラ，較正手段など 1 つ 1 つ課題を克服し，定量的な信頼性を持った面圧力計測の道具として開発してい

く予定である．

　音響，騒音へのシミュレーション技術の確立に関する研究

 教　授 藤井孝藏 東京音大 渡辺洋子 受託研究員 内山直樹

　音響や騒音，弱い衝撃波の伝播などの問題を扱う手法を開発している．ソニックブームや音響振動などへの利用

を考えている．これらと並行して，基礎研究としてエッジトーンの解析を行っている．ジェットからエッジまでの
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距離を変化させ，その特性を調べるとともに，音響的な小さな擾乱をどこまで数値シミュレーションが捉えられる

かの検証を行っている．

　プラグノズルの空力特性に関する研究

 教　授 藤井孝藏 特別共同利用研究員 伊藤　隆 青学大・理工 林　光一

　プラグノズル流れの数値シミュレーションを行っている．プラグノズルの高度補償性と底面切り落としの影響評

価を中心に研究を行った．高度補償性がどのようなメカニズムで起こるのかを分析した結果，後流内のよどみ点の

振る舞いが鍵となってベース圧が決まり，それによって高度の変化に対して推力の特性が大きく変化することが明

らかとなった．現在 2 次流の効果について研究を進めている．

　流体の数値計算法に関する研究

 教　授 藤井孝藏 助　手 寺本　進 大学院学生 深見健人

 特別共同利用研究員 中川智敏 受託研究員 内山直樹 受託研究員 市川　治

　解の解像度を高めるために計算格子を移動させる手法を開発している．また渦などの移流を，より高解像度で捉

える手法を並行して開発している．同時に，複雑物体に対するシミュレーションの効率化を図るために直交格子の

利用を行った．渦輸送の現象のシミュレーション技術がこれによって大幅に改善されることが明らかとなる一方で

実問題ではさらなる格子解像度が必要となることが明らかとなった．

　飛翔体ボートテール部における抵抗軽減化に関する研究

 教　授 藤井孝藏 大学院学生 今井和宏 教　授 棚次亘弘

　超音速および極超音速の飛翔体ボートテールの抵抗軽減化に関する研究を行っている．ボートテール部の流れを

数値シミュレーションすることでボートテール部の抵抗メカニズムおよび流れの基本的性質が理解できた．また，

2 次流を吹くことで抵抗軽減の効果があることが明らかとなった．現在，場所や吹き出し量など 2 次流の定量的な

評価を行っている．

　飛翔体分離の数値シミュレーションに関する研究

   教　授 藤井孝藏 大学院学生 守屋公一郎

　多段宇宙輸送機や多段ロケットなどの分離の際に生ずる空気力をより正確に評価することを目標にシミュレー

ションプログラムの開発を行っている．分離の際に 2 つの機体間に生ずる空気力に関するシミュレーションを行っ

た．流れ場の基本は衝撃波の干渉から起こっていることが明らかとなったので，複雑なシミュレーションを行わず

に簡易的に生ずる空気力を予測する手法を現在開発中である．

　斜め平板に衝突する超音速ジェットに関するシミュレーション研究

   教　授 藤井孝藏 青学大・理工 林　光一

　斜め平板に衝突する超音速ジェットの干渉形態を知る目的で，非構造解適合格子法を利用したシミュレーション

を行っている．並行して行っている実験から得られるデータとの付け合わせ，および 3 次元的な複雑干渉を調べる

ことによって高温度領域や高圧領域がどこにできるか，またメカニズムは何かなどをジェットと平板の距離，平板

の角度，圧力比などをパラメータに調べている．

 

　流体現象を考慮した数値計算手法に関する研究

   教　授 藤井孝藏 大学院学生 飯塚宣行

　高速気流のこれまでの数値シミュレーション手法の問題点として，計算に利用する格子に対して現象が斜めに横

切る場合に計算精度が落ちる問題がある．同様に，強い衝撃波に対して計算が非物理的な解を出すことも大きな問

題と指摘されている．これらを解決する手段として多次元性や伝播信号の性質を考慮した計算法が注目を集めてい
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る．既存の手法の問題点を指摘し，遷音速から超音速に至る流れを利用してその改良の試みを行っている．

　飛翔体構造材料の強度と靭性に関する研究

   教　授 栗林一彦 いわき明星大・理工 安野拓也

　マルエージ鋼，チタン合金等の飛翔体構造材料の強度と靭性の改善を目標とした研究，特に加工熱処理による強

靱化，及びロケットの高性能化に対処すべき高強度材の開発に関する研究を行っている．

　レーザー加熱型電磁浮遊炉による半導体の無容器プロセッシング

   教　授 栗林一彦 大学院学生 青山智胤

　無容器材料プロセッシングは，混入不純物の低減のみならず，容器使用時には得られない大過冷環境が利用可能

という，材料学的に非常に興味深い新しい分野である．本研究はその中でも特に結晶成長学的に重要であるが技術

的に困難であった半導体に注目し，その不純物に敏感なメルト物性値の測定，大過冷現象の解明，大過冷液体から

の核生成・結晶成長過程の解明，それらを利用した，非平衡物質，新物質の開発を目指している．

　超音波浮遊炉を用いたセラミックスの無容器プロセッシング

   教　授 栗林一彦 大学院学生 長汐晃輔

　大過冷凝固の研究対象として非常に興味深いのは，凝固時のエントロピー変化が大きな半導体やセラミックスで

あるが，これらは電気伝導度が低く，電磁浮遊が困難であったためこれまで研究されていなかった．本研究ではガ

スジェットと超音波によるポジショニングを併用した，超音波浮遊炉を用い，非伝導体であるセラミックスの無容

器プロセッシングに挑戦するものである．現在は，包晶凝固系である酸化物超電導体の過冷却を利用した高速結晶

成長を例に研究を進めている．

　高強度鋼の溶接部における靭性低下に関する研究

 教　授 栗林一彦 特別共同利用研究員 村田真美 大学院学生 青山智胤

     東海大・工 神保　至

　M-V1,2 段モーターケースに用いられている HT230 は溶接部における靭性低下が著しく，同鋼を使用する際の障

害となっている．原因としては溶接時に生ずる偏析あるいは急冷凝固による非平衡相の凍結が考えられるところか

ら，電磁浮遊炉を利用した無容器プロセスによりこの非平衡相の出現の条件を調べている．

　金属基複合材料における高温変形機構の研究

 助教授 佐藤英一 大学院学生 川端健詞 教　授 栗林一彦

　高温における構造材料の強化法として分散強化があり，分散強化合金（DSA）と金属基複合材料（MMC）が開

発されてきた．これらは異なった変形挙動を示し，その変形挙動の違いは分散物の大きさの違いに起因するものと

考えられるが，二種の材料は個別の材料として扱われている．同じ強化法を用いながら別個の材料として扱われて

きた原因として，マトリックスと分散物だけの影響を考えたようなモデル材料による研究が行われていなかったこ

とが挙げられる．そこで本研究では分散強化材料について理想的なモデル材料を用い DSA と MMC の異なった変

形挙動について説明できる理論体系を構築する．

　セラミックス超塑性の研究

 助教授 佐藤英一 特別共同利用研究員 佐藤　崇 東海大・工 松下純一

     教　授 栗林一彦

　通常塑性変形を全く示さないセラミックスも結晶粒を微細化すると高温で微細粒超塑性と呼ばれる大変形を示す

ようになる．正方晶ジルコニア多結晶体（TZP）は超塑性セラミックスとして代表的なものであるが，その超塑性

変形挙動はアルミやシリカ等の微量の添加物により大きく変化する．高純度 TZP およびアルミナ添加 TZP につい
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て，高温変形試験と高分解能透過型電子顕微鏡観察を行い，添加物が超塑性変形に及ぼす影響について研究してい

る．

　内部応力超塑性に関する研究

 助　手 北薗幸一 特別共同利用研究員 平坂玲央奈 千葉工大 茂木徹一

   助教授 佐藤英一 教　授 栗林一彦

　超塑性とは，材料がある条件下で非常に大きな引張伸びを示す現象であり，難加工性の先端材料に対しても塑性

加工が適用可能となって，貴重な材料資源や加工コストの節約が図られている．このうち，内部応力超塑性という

現象とは，相変態をもつ金属や金属基複合材料に熱サイクルを付加すると，変態ひずみや熱ひずみにより材料内部

に大きな内部応力が発生し，巨大な引張伸びの得られる超塑性変形が出現するという現象である．この内部応力超

塑性について，その変形機構を理論的に解析し，それを実験的に検証するという研究を行っている．また，単結晶

耐熱合金（Super Alloy）の超塑性加工に応用する試みを行っている．

ｇ．宇宙推進研究系

　エア・ターボ・ラムジェットエンジン（ATRエンジン）の研究

 教　授 棚次亘弘 教　授 八田博志 　助　手 成尾芳博

 助　手 佐藤哲也 助　手 後藤　健 　助　手 加勇田清勇

 助　手 澤井秀次郎 技　官 岡部選司 　技　官 霜田正隆

 技　官 瀬尾基治 技　官 杉山吉昭 　技　官 佐藤進司

 技　官 徳永好志 技　官 富沢利夫 　技　官 平田安弘

 技　官 三宅多美子 技　官 本郷素行 大学院学生 原田賢哉

   大学院学生 小林弘明 大学院学生 小島孝之

　完全再使用型２段式スペースプレーンの１段目の推進機関の候補として，エア・ターボ・ラムジェット（ATR）

エンジンの開発研究を行っている．本システムでは比推力の高い ATR エンジンを地上静止状態からマッハ数６ま

での領域で使用することによって，機体の構造重量を大きく取ることができる．また，水平離着陸方式にすること

で，安全性，信頼性を高めている点が特長である．今年度行った研究を以下に示す．第１に，プリクーラ（空気予

冷却器）の開発研究である．プリクーラはファンの前方に装着され，高速飛行時の空力加熱に対する熱防護および

推力，比推力の向上を図る要素である．今年度は主に冷却管表面に付く霜層を軽減する方法を研究し，システム燃

焼試験によって実証した．第２に，エアインテークに関して，高マッハ数試験（於 NASA ルイス研究所 1x1 風洞）

およびマッハ数が変化する条件での制御試験（於 ONERA S3 風洞）によって，知見を得た．その他，将来の飛翔

試験を見据えて，炭素／炭素複合材料を用いた熱交換器の試作試験，ターボポンプ，プラグノズルの概念設計，重

量の推算等を行った．

　ATREXエンジンの飛翔実験機に関する研究

 教　授 棚次亘弘 助　手 佐藤哲也 技　官 岡部選司

     大学院学生 小林弘明

　ATREX エンジン（エア・ターボ・ラムジェットエンジン）の飛翔実験機に関する研究を行った．21 世紀の大規

模な宇宙活動に向けて信頼性，環境保全性の高い宇宙輸送システムが求められている．この要求を満たすには飛躍

的な機体の軽量化と推進性能の向上が不可欠である．そこでスペースプレーンのフライバックブースターとして空

気吸込式エンジンである ATREX エンジンの導入を提案し，その飛翔実験に関する技術課題を検討した．本年度の

研究内容としては，エンジンによる干渉を考慮した機体の動特性に関する実験的研究，機体の L/D，遷音速領域通

過の液体酸素添加等を考慮した最適化軌道の設計，実験機の空力安定性，操舵性に関する風洞試験を行った．更に，


