
��．研究活動86

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，
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将来の二段式スペースプレーンシステムを見据えて，上下段の推進系を含めたシステムの最適化，炭素／炭素複合

材料等の材料の導入検討，サブシステムの開発等の基本設計を行った．

　将来型宇宙輸送システムの研究

 助教授 稲谷芳文 助教授 石井信明 助教授 森田泰弘

 助教授 樋口　健 助教授 山川　宏 助　手 成尾芳博

 助　手 徳留真一郎 助　手 後藤　健 助　手 小川博之

　完全再使用が可能な将来型の宇宙輸送システムの研究を行っている．この種の飛翔体ではこれまでのロケットと

異なり高性能の推進システム，超軽量耐熱材料／構造，大気圏内の高速飛行技術，地上への期間のための飛行技術

ならびに航空機的な再使用運用による低コスト化のためのシステム構築法などの種々の研究課題が残されている．

さまざまな形態の機体システムが候補として挙げられるが，これらの間のシステム的な特質の評価を行うと同時に，

観測ロケットの規模で完全な再使用運用と将来のシステム構築に必要となる工学技術課題の実証を行うためのシス

テムの検討を行った．

　再使用ロケット実験機による飛行実験

 助教授 稲谷芳文 助教授 石井信明 助教授 森田泰弘

 助教授 樋口　健 助教授 山上隆正 助教授 山川　宏

 助　手 成尾芳博 助　手 徳留真一郎 助　手 小川博之

 技　官 佐藤進司 技　官 橋本保成 技　官 安田誠一

 技　官 富沢利夫 技　官 志田真樹 技　官 餅原義孝

 技　官 吉田邦子 技　官 徳永好志 技　官 三浦秀夫

   技　官 下村和隆 技　官 松坂幸彦

　将来の宇宙輸送システムで求められるロケットの再使用性と，ロケットエンジンによる離着陸に関する技術課題

の抽出と実証を目指して，　実験機計画を立案し飛行実験を実施している．　１９９８年度（平成１０年度）に行われた液体水

素ロケットエンジンによる再使用ロケット実験機の離着陸実験に引き続き，この実験機の飛行能力の拡大と離着陸

のための航法誘導系の更新およびエンジンの再使用性と繰り返し飛行運用の効率化などを新たな目的として実験機

の改修を行い，今年度は地上燃焼試験によりエンジンの再使用性や推力制御性能の確認を行った．

　垂直離着陸型単段式ロケットの推進系の研究

 助教授 稲谷芳文 助　手 成尾芳博 助　手 徳留真一郎

     技　官 橋本保成

　再使用型宇宙輸送システムとしての垂直離着陸型ロケットの推進系に関する研究を行っている．航空機的な運用

が可能なロケット飛翔体で必要とされる飛行中断後の安全な帰還能力（アボート運用）を考慮した推進システムの

検討，及びターンアラウンドタイムの短縮を念頭に置いた推進／エネルギーシステムの統合の可能性について検討

を行った．また，単段式ロケット（SSTO）を実現するために必要とされる高度補償型ノズルについて，エアロスパ

イクノズルを垂直離着陸型ロケット SSTO に装着することを仮定し，打上げフェーズの飛翔性能解析と推進系の基

本条件に関する研究および帰還フェーズの誘導解析を行い，システムを構築する上での種々の知見を得た．また

RCS などの補助推進系についても効率的な再使用性を考慮したシステム解析を実施した．

　垂直着陸型ロケットの飛行力学および誘導制御の研究

 助教授 稲谷芳文 助教授 石井信明 助教授 森田泰弘

 助教授 山川　宏 助　手 小川博之 助　手 平木講儒

   技　官 本郷直行 共同研究学生 山本健太郎

　垂直着陸を行う再使用ロケット飛翔体を想定し打ち上げから帰還までの飛行に必要な空力性能，制御性能や最適
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な誘導法などについて考察している．ロケットエンジンを用いた飛行制御の可能性について考察し，小型の液水ロ

ケットエンジンによる推力制御の動的応答試験結果に基づき，実機型エンジンの推力制御能力についての指針を得

るとともに，このエンジン推力による姿勢制御の可能性について検討した．またこれらの飛行を実現するために必

要となる飛翔体の空気力学的特性の検討のために風洞試験を行い，機体の安定性および空力繰舵性などについての

データの蓄積を図った．さらにこれらのシステム的な検討に加えて，実験機を用いた飛行実験のために，最小燃料

消費で垂直着陸を行うための誘導測や着陸時の誘導方式と機体の運動および構造強度の関係についても検討し，実

験機の設計および離着陸実験の誘導測に反映させた．

　カプセル飛翔体の熱空気力学

 助教授 稲谷芳文 助教授 石井信明 助　手 山田哲哉

 助　手 平木講儒 助　手 小川博之 東京農工大・工 新井紀夫

     特別共同利用研究員 橘内宣隆

　惑星大気への突入や地球へのサンプルリターンの際に必要となるカプセル型再突入飛翔体について，高速から低

速にわたる飛行特性，耐熱特性，緩降下システムなどに関して空気力学的な課題を抽出しカプセルの設計に必要と

なる基礎データの蓄積を図っている．この種のカプセル飛翔体ではシステムを可能な限り簡単化するため弾道飛行

による再突入飛行を行わせるが，耐熱システムの選択と飛行経路および空力形状の選択についてミッションに応じ

て最適な選択を行うことが必要である．これらの熱空気力学的特性についての理解を深め実際の設計に反映させる

ことを課題として研究を行っている．またカプセルの飛行力学的特性の上で重要な動的空力特性についても実験的

研究を行い，カプセル背面の流れ場の安定性との関連において現象の理解を深めた．

　耐熱材料試験用加熱装置の研究

 助教授 稲谷芳文 助　手 山田哲哉 技　官 鈴木直洋

   特別共同利用研究員 吉田　豪 特別共同利用研究員 橘内宣隆

　再突入飛翔体の耐熱材料評価試験用としてアーク加熱器の試作研究を行っている．惑星大気突入や地球外からの

サンプルリターンなどの高動圧高加熱率の飛行環境を模擬するため，セグメント型のヒータを製作しヒータ特性や

加熱試験環境などの基礎データを取得すると同時に耐熱性評価用供試体の製作および表面や内部温度の計測手法等

について実験技術の向上を目指した研究を行った．その他，ヒータの熱的な効率の計測や気流エンタルピの計測，

電極（特に陽極）の損耗特性やノズルスロートの損耗特性あるいは電極表面の酸化の程度による気流状態の再現性

の検討などをはじめヒータ作動上の種々の課題および問題点を抽出するとともに，今後さらに広範囲な気流条件や

加熱条件での耐熱材料の試験が行える様にするための基礎データの取得を実施した．

　レーザを用いた高エンタルピ気流の計測手法の研究

 助教授 稲谷芳文 助　手 山田哲哉 技　官 鈴木直洋

 東京農工大・工 新井紀夫 特別共同利用研究員 吉田　豪 特別共同利用研究員 橘内宣隆

　高温気流中の現象および極超音速気流に関する諸現象を把握するためには，種々の化学反応を含めた平衡および

非平衡流れの解析を行い多温度モデル，化学反応モデルの相違や分子，イオンおよび電子間の種々のエネルギ交換

のモデルの相違などによる気流の状態量への影響などを調べることが重要である．一方実験的にこれらの流れに関

する諸量を計測する方法は近年のレーザ診断技術の進歩に伴ってこれまで計測できなかった対象を捕らえることが

可能となってきている．ここでは高出力エキシマレーザを利用したレーザ誘起蛍光法（LIF）により高エンタルピ気

流の種々の状態量を実験的に定量化することを目指し，気流速度の定量化および２次元分布の取得による可視化，

また高エンタルピ気流のノズル膨張仮定で発生する流れの熱的，化学的非平衡性を定量化するため，同種の方法に

より NO 分子の振動および回転温度を独立に計測し，この種の流れに対して適応すべき振動緩和のモデルについて

考察を加えている．
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　惑星探査飛翔体用アブレータの研究

 助教授 稲谷芳文 助　手 山田哲哉 技　官 鈴木直洋

     共同研究学生 日吉逸郎

　大気圏再突入飛翔体や惑星突入プローブ用の耐熱材として用いられるアブレータを開発することを目指して，　材

料の試作およびアーク加熱器による評価試験などを行なっている．　惑星突入プローブでは加熱率および飛行動圧の

意味で通常の地球周りの軌道からの再突入に較べより厳しい環境に曝される．　この種の高熱負荷の環境では，　主と

してフェノール樹脂と炭素繊維によるアブレータ型の耐熱材が用いられるが，　その加熱中の表面や内部での反応機

構をよく理解し十分な熱的，　機械的強度を保障することが必要となる．　アーク加熱器により最大熱入力２０MW/ � ，　

最大動圧約１気圧までの条件で試験を行い，　樹脂や繊維の構成および配置の違いによる優劣および損耗特性などに

ついて基礎データを取得している．　また表面損耗を支配する加熱表面の現象について考察し実験的に現象の把握と

定量化を行うと同時にアブレーション反応および内部熱分解反応などを含めたモデル化と熱的な応答のシミュレー

ションを行っている．　

　AP系固体推進薬の低公害化の研究 ;����マグナリウムによるCl 除去

 教　授 齊藤猛男 助　手 堀　恵一 大学院学生 羽生宏人

   技　官 霜田正隆 技　官 山谷寿夫

　AP 系固体推進薬の性能を低下させないで AP 中の Cl 元素を無害な物質として排出させる研究を行なっている．　

現在 Al/Mg=1/1 である組成のマグナリウム（アルミニウムとマグネシウムの合金）を推進薬中に添加し，　Cl 元素

を MgCl2 として効率良く排出させる事を試みている．　１気圧の空気中の燃焼に対し密閉チャンバ－を用いることに

より，　Cl 含有燃焼生成物の回収率を 90% 以上に改善することが出来，　マグナリウムの添加によりアルミニウムの添

加時より HCl の排出量が 1/3 に減少することが確認された．　

　AP系固体推進薬の低公害化の研究 ; ��硝酸塩によるCl 除去

 教　授 齊藤猛男 助　手 堀　恵一 大学院学生 羽生宏人

 特別共同利用研究員 野副克彦 技　官 霜田正隆 技　官 山谷寿夫

　AP系固体推進薬のAP中のCl元素を無害な物質として排出させる方法として，　NaNO3, KNO3 等の硝酸塩を加え，

　NaCl, KCl として固定化させる研究を行なっている．　現在種々な組成の硝酸塩混入推進薬を作製し，　硝酸塩の燃焼

速度への影響を見ている．　

　マグナリウム合金によるAN( 硝酸アンモニウム )の活性化の研究

 教　授 齊藤猛男 助　手 堀　恵一 特別共同利用研究員 村田博一

   技　官 霜田正隆 技　官 山谷寿夫

　クリーンな酸化剤であるANは，　色々な点で現用の酸化剤であるAP(過塩素酸アンモニウム)より劣っている．　そ

こで AN をマグナリウム合金で活性化し，燃焼性・着火性において AP と同等以上の性能を発揮できるよう試みて

いる．　マグナリウムと硝安組成物の熱分解において，Mg/Al=1/1 のマグナリウムは，AN の熱分解温度を約 40℃

低温化させることが出来，更にマグナリウム 10% と 20% の組成物は，AN の熱分解の活性化エネルギ－を低下させ

ることが分かった．　熱分解停止試料の SEM 写真の比較より，マグナリウムはアルミニウムより AN との反応性が

良いことが観察された．　

　AP系推進薬の燃焼速度へのマグナリウム合金とマグネシウム・アルミニウム混合物の効果の違い

 教　授 齊藤猛男 共同研究学生 北城大造 大学院学生 羽生宏人

 技　官 山谷寿夫 助　手 堀　恵一 技　官 霜田正隆

　マグネシウムとアルミニウムの合金であるマグナリウム粉末は，各成分金属及びそれらの混合物粉末よりも AP

固体推進薬の燃焼速度を高める．其の効果の違いをそれらの推進薬の燃焼性から検討している．
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　CO2 レーザによるガス発生基剤の着火性能

     教　授 齊藤猛男

　エアバッグ用ガス発生基剤としては，従来アジ化ナトリウムが使用されてきたが，その毒性と危険性のため，そ

れに替わる新規ガス発生基剤の開発が求められている．すでにガス発生基剤として用いられている五員環に窒素原

子を四つ含むテトラゾール類，またテトラゾ－ルの類似物質として注目され始めた五員環に窒素原子を三つ含むト

リアゾ－ル類，ニトロ化合物，及びその他エネルギ－物質中からいくつかを選択し，酸化剤としての硝酸ストロン

チュウムとの混合組成物の着火性能に関するスクリ－ニング試験を行い，次期新規ガス発生基剤の選定を試みた．

また，それらの組成物の着火性能と DSC での発熱分解開始温度 (TDSC) との相関性について調べた．

　超音波を用いた新しい燃焼速度測定法

 助　手 堀　恵一 技　官 霜田正隆 技　官 山谷寿夫

   技　官 長谷川克也 技　官 下瀬　滋

　フランス宇宙航空研究所（ONERA）の開発した超音波法に改良を加え，一般性を持たせるための研究を行った．

金属製モータケース内の強い反射を相殺するための ODC 回路を適用し，さらに Wavelet 法を用いることによって

瞬間的な燃焼速度を測定できるようになった．また，カップリング材を排除できるために，観測ロケットクラスな

らフルサイズモータへの適用が可能となった．

　HANを用いた液体酸化剤の研究

   助　手 堀　恵一 共同研究学生 山岡　聖

　Hydroxyl Ammonium Nitrate（HAN）と硝酸アンモニウムを主成分とし，微量の水分を加えることによって常

温液体酸化剤を作製することに成功した．単純な酸化力では劣るものの，密度が高いことから密度比推力では液体

酸素と同等の能力を有し，ハイブリッドロケット，液体ロケットへの対応が期待できる．

　大型マイクロ波共振加熱型イオンエンジンの研究

 助教授 國中　均 助　手 船木一幸 COE 研究員 西山和孝

   技　官 清水幸夫 教　授 都木恭一郎

　無電極でプラズマを生成する特徴を生かしたマイクロ波放電式イオンエンジンは，従来技術において重大であっ

た電極損耗に関わる寿命限界を克服することができる．　これまで開発を行ってきた１０��級イオンエンジンをさらに

発展させた２０��級大型エンジンの試作を行い，プラズマ点火を実証した．さらに続けて大型イオン引出しグリッ

ドの試作に着手した．

　マイクロ波放電式中和器の研究

 助教授 國中　均 技　官 清水幸夫 COE 研究員 西山和孝

   特別共同利用研究員 小野田範義 教　授 都木恭一郎

　マイクロ波放電によるイオンエンジン用中和器の性能および耐久性改善を目指し，生成プラズマ，励起粒子の計

測を行った．耐久性に影響を与える２価イオンの比率が低いこと，性能改善が期待できる励起中性粒子の比率が多

いことを新しい知見として得た．

　イオンエンジンシステムの研究

 教　授 都木恭一郎 助教授 國中　均 助　手 船木一幸

 特別研究員 中山宣典 技　官 清水幸夫 COE 研究員 西山和孝

　MUSES-C 搭載用の 400W 級マイクロ波放電式イオンエンジンシステムの開発を行っている．EM フェーズ耐久

試験にて積算 18,000 時間の作動を達成し，最もクリティカルな寿命因子と考えられていたアクセルグリッドの耐久

性が実証された．その他，イオンエンジンの２台同時運転を行い相互干渉の無いことが確認された．引き続き PM
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の開発を行っている．

　MPDスラスタの研究

 教　授 都木恭一郎 助　手 船木一幸 技　官 清水幸夫

　MPD スラスタの吹き出し電流分布に注目した解析を行い，　陰極と陽極の幾何学的寸法が推進性能や放電に与え

る影響を評価した．その結果，SFU の EPEX 宇宙実験で用いられた MPD スラスタ設計が最適に近い形状であった

事が確認された．当初は実験的に推進性能の優れた形状を半経験的に割り出していたもので，この検討によって理

論的裏付けが成された．

　低電力アークジェットの研究

 教　授 都木恭一郎 助　手 船木一幸 技　官 清水幸夫

     特別共同利用研究員 諏訪間康之

　実運用を目指した 500W 級低電力 DC アークジェットの研究を行っている．これまでのモデルより小型化された

SAGAMI-II 推進機を使用して，500W 級での放電特性，推進性能を取得した．また従来の電極を使用して予備的に

パソコン制御による３０時間余りの連続作動を実施した．その結果，懸念されていた低電力アークジェットの電極

ダメージがやはり耐久性改善上の重要課題であることが確認された．

　アークジェット流れ場の研究

 教　授 都木恭一郎 技　官 清水幸夫 大学院学生 佐原宏典

　いわゆる低電圧モードを高電圧モードに遷移させるための技術検討を行った．流れ場の解析結果からはコンスト

リクタ下流ノズル部に一時的に電子密度ハンプを形成すればアークが遷移することが予測された．実験では内部観

察用低電力直流アークジェットを使用して，その部位に第三電極を配置しトリガ放電を与えることで実際に放電が

遷移することを確認した．

　パルスプラズマスラスタの研究

   教　授 都木恭一郎 技　官 清水幸夫

　小型衛星用の軌道・姿勢制御用にデジタイズざれた微少インパルスを発生するパルスプラズマスラスタのシステ

ム検討を行った．その結果，推進剤は貯蔵・供給系の機構が簡単である利点を生かして固体推進剤を使用，推進性

能および電磁干渉ノイズの観点からは同軸構造を採用，またコンタミネーションの観点からテフロン以外の固体推

進剤もサーベイすべきとの結論に至った．

　ATREX用 C/C 複合材料製タービンディスクの開発

 教　授 八田博志 助　手 後藤　健 教　授 棚次亘弘

     助　手 佐藤哲也

　ATREX エンジン用の炭素 / 炭素 (C/C) 複合材料製タービンディスクの開発を行っている．同部材には，1500℃

以上の超高温と高速回転による高応力が負荷されるため，高耐熱性・軽量・高強度を特徴とする C/C 複合材料の適

用が有力視されている．本年度は，C/C 複合材料製タービンディスクの概念設計を行うとともに，設計の基礎資料

となる高速回転時の遠心力による円板の破壊基準の設定方法に関する検討を主として行った．

　炭素 / 炭素 (C/C) 複合材料の力学特性に関する研究

   助　手 後藤　健 教　授 八田博志

　ATREX やロケットエンジン等，高温構造材料として C/C 複合材料の適用が期待されている．本研究では，積層

型 C/C 複合材料を対象に，構造設計を行う際に必要になる強度基準を明らかにすることを目的として，各種荷重条

件下での力学的挙動について検討している．本年度は，円孔または切り欠き状の応力集中部を有する材料の静的な
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引張試験を行い，これら因子の静的強度への影響について検討した．また，複雑な応力が負荷される構造では三次

元的に強化した C/C 複合材料の適用が必要になることから，三次元強化 C/C 複合材料の引張，圧縮，曲げ，せん

断試験も実施した．

　耐酸化性付与のための炭素 / 炭素 (C/C) 複合材料の改質に関する研究

   教　授 八田博志 助　手 後藤　健

　C/C 複合材料は耐熱性が高いことが最大の特徴であるが，一方酸素が存在する高温環境下では，容易に酸化され

CO となって揮散するという大きな弱点を持っている．本研究では，高温酸化雰囲気中でも使用可能なように C/C

複合材料を改質することを目的としており，このために以下の二種類の方法を検討し，耐酸化性付与 C/C 複合材料

の耐酸化性の評価実験をもとにそれらの耐酸化性付与技術の有効温度域を明らかにした．（１）C/C 複合材料の耐酸

化性のセラミックス (SiC) をコーティングする方法．（２）C/C 複合材料のマトリックス炭素中に添加剤を混入し，

この添加剤の酸化反応による生成物（高温酸化雰囲気中で生成される）によって C/C 複合材料上に保護（自己修復

性）被膜を生成する方法．

　炭素 / 炭素 (C/C) 複合材料の耐環境性評価に関する研究

   教　授 八田博志 助　手 後藤　健

　C/C 複合材料及び C/C 複合材料に耐酸化性のセラミックス (SiC) をコーティングしたもの及び C/C 複合材料のマ

トリックス炭素中に添加剤を混入した多相材料系に対し，高温酸化による劣化特性の評価及び劣化の機構を検討し

ている．30 分程度短時間の暴露に限定されるが SiC コーティングによって 1700℃ までの酸化保護が可能であり，

また C/C 複合材料のマトリックス中に B4C と SiC の微粒子を分散させることによって 1200-1500℃程度の高温酸化

が防げることを確認した．

　M-V 型ロケット推進系の研究開発

 所　長 松尾弘毅 教　授 高野雅弘 教　授 齊藤猛男

   助　手 堀　恵一 助　手 徳留真一郎

　M-V ロケットの高性能・低価格化計画の一環として，FW ケース，３D-C/C 製スロートインサート・ノズル，可

動ノズル TVC 装置装備の新設計高圧燃焼型第２段モータ M-２５の設計検討および要素試作試験を昨年度に引き続き

進めた．M-V-５号機に使用されるキックモータ KM-V２についても，研究開発を継続して進めた．いずれのモータ

についても地上燃焼試験は２０００年度（平成１２年度）に実施する．

　M-V-４号機の打上げは，第１段飛翔中に発生した M-１４モータのグラファイト製スロートインサートの破損を一

次原因とする不具合により軌道投入に失敗した．原因究明と対策立案のための基礎研究を開始した．

　固体モータの残留内圧／推力減衰特性予測に関する研究

 教　授 高野雅弘 助　手 堀　恵一 助　手 徳留真一郎

     技　官 志田真樹

　探査機軌道投入精度向上の要請から，固体モータ残留内圧／推力減衰特性の推定精度の向上が求められている．

本年度は，既に開発済みの同数値解析ルーチンへの基礎入力データを完備する目的で，実用推進薬の低圧燃速特性

および同燃焼限界Pd１を正確に把握するためのX線透過率利用非破壊燃速測定装置の試作とその適正運用技術の工

夫を進め，成果を得た．次年度から，同装置を活用した Pd１近傍の推進薬燃焼特性調査のための基礎実験研究に着

手する．

　本研究は，イタリア国立材料およびエネルギープロセス技術研究所（TEMPE-C.N.R.）との科学共同研究協約の

一環として進められている．
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　新形式探査機軌道変換推進システムの研究

 教　授 高野雅弘 助　手 堀　恵一 助　手 徳留真一郎

　近未来における M-V- 型ロケットによる新宇宙探査計画を，効率よく支援するための探査機軌道変換用科学推進

システムの候補調査及び考案研究とそれらのトレードスタディを引き続き行った．本年度は，近未来の固体推進薬

素材として有望視されている高エネルギー物質 GAP（グリシジル・アザイド・ポリマー）について，GAP/AP 系

コンポジット推進薬の燃焼速度および低圧燃焼限界 Pd１の組成比率と圧力に対する依存性調査実験を，新開発の X

線透過率利用線燃速測定装置を用いて行った．

　RBCC推進系に関する研究

 助　手 徳留真一郎 技　官 小林清和 技　官 徳永好志

 技　官 安田誠一 技　官 餅原義孝 研究支援推進員 藤原靖史

　次世代単段式宇宙輸送系実現のキーテクノロジーとなる RBCC（Rocket Based Combined Cycle）推進系のシス

テム検討および研究室レベルの要素研究を進めている．本年度は，エンジン形態第０次案を検討するとともに，地

上静止状態～マッハ３程度までの飛翔速度で作動させるエジェクターロケットの作動特性実験を開始した．特に，

小規模固体モータを模擬ロケットサブシステムとして用いた作動特性実験によって，ロケット排気ガスと吸入空気

との干渉について知見を得た．

　ロケット及び探査機搭載タイマ点火系近代化研究

 教　授 高野雅弘 助　手 徳留真一郎 助　手 堀　恵一

   技　官 荒木哲夫 技　官 中部博雄

　ロケット及び探査機搭載タイマ点火系の近代化と簡素化を図るために進めている基礎開発研究の一環として，今

年度は，従来の機械式点火リレーに替わる半導体リレーの特性および耐環境性評価試験を行い，その実用性を確認

した．

　レーザー推進に関する実験的研究

     客員教授 荒川義博

　レーザー推進は，遠隔からのレーザー光により推進剤を加熱し，超音速ノズルにより空力加速させる推進機であ

り，一般的な電気推進機と異なってエネルギー源を飛翔体に搭載しないため，ペイロード比を画期的に高める可能

性のある推進機である．しかしながら，この種の推進機に関する実験的な研究の報告は極めて少なく，推進機設計

に必要な基本情報が得られていないというのが現状である．本研究では，連続作動型の２kW 炭酸ガスレーザー推

進機を用いて，推力の他，レーザープラズマの分光，熱流束等の各種計測を行い，推進性能の予測，及びエネル

ギー伝達過程の解明を目的として研究を進めている．

　イオンエンジンの寿命評価の解析

     客員教授 荒川義博

　イオンエンジンでは高エネルギーのイオンビームを多孔状の電極から排出して推力を発生するという機構から，

電極の損耗を受けやすく，これがイオンエンジンの寿命を決定している．本研究では，荷電交換反応を含む三次元

イオンビーム軌道解析コードを開発して，電極の損耗分布の推定と形状の最適化を行っている．また，解析コード

の有効性を検証するために，実験データとの比較も行っている．

　ホールスラスタのプラズマ不安定性

     客員教授 荒川義博

　宇宙推進機としてのホールスラスタは，高い推進効率と高推力密度を併せ持つ電気推進機として，実用化を目指

して開発が進められている．しかしながら，電離不安定性に起因した振動電流が存在するモードがみられ，ホール
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スラスタの耐久性に支障を及ぼしている．本研究では，この振動電流を低減するために，分光計測を中心とした実

験とプラズマ流の二次元解析の両面から研究を進めている．

　超軌道速度大気圏再突入に関する流体力学実験　　　　　　　　

     客員助教授 佐宗章弘

　イクスパンションチューブを用いた超軌道速度大気圏再突入の流体力学的模擬実験に関して，その試験状態の発

生法について詳しく調べた．淀み点エンタルピー 37MJ/kg，試験時間 12 μs を達している．また，実験で得られ

た衝撃波形状，衝撃波解脱距離は，静岡大，宇宙研での数値計算とよい一致を得た．

　ラム加速機の作動特性

     客員助教授 佐宗章弘

　重量物高速射出装置「ラム加速機」の作動に成功し，実験室にて 18g のものを 2.2km/s まで加速できた（同種の

装置の中では最も寸法が小さく，加速が難しい）．

　アークジェットの複数作動モード

     客員助教授 佐宗章弘

　アークジェットの作動モードに関して，流体力学的視点から基礎研究を行ない，同一作動条件にて，「高電圧モー

ド」，「低電圧モード」に対応する解を見出した．

　レーザーローンチャーの基礎研究

     客員助教授 佐宗章弘

　100Hz の炭酸ガスレーザーを用いて，地上からの打上げや軌道間輸送システムの開発の基礎研究を行っている．

飛行体は管内で加速され，レーザー光が入口より供給される点がオリジナルな点である．現在のところ，７５N/MW

のカップリング係数が得られている．

ｈ．宇宙探査工学研究系

　宇宙構造物の構造と制御に関する統括的研究

 教　授 名取通弘 助教授 樋口　健 助　手 奥泉信克

     東工大・総合理工 古谷　寛

　宇宙構造物の構造と制御について，宇宙構造物システムという観点から総合的な研究を行っている．適応構造物

のような構造概念の研究から，個々の構造要素研究までを含めて，従来より提案されている宇宙システムの分類や，

それらの特徴的性質の把握を試みている．それらの成果はスペース VLBI 用展開アンテナや，SFU による構造実験

（2D 実験），科学観測のための伸展マストなどの開発に生かされつつあり，さらに SPS などの大型宇宙構造物建造

への応用などが試みられている．

　大型宇宙構造物の建造に関する研究
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　テザーあるいは適応構造要素による，大型アンテナや太陽発電衛星などの大型宇宙構造物の建造方法の研究をし

ている．建造途中における柔軟構造物のダイナミックスとその制御や，連続材を使用したヘリカルラティス構造に

よる超大型宇宙システムの建造概念，重力傾斜トルクを考慮した柔軟構造物の展開挙動解析，形状記憶合金をアク


