
Abstract : From 1988 development of the ATREX engine started at NTC(Noshiro-Testing-Center).

Until now, for smoothness and effective engine development, various equipment of NTC improved,

were repaired and were newly founded. Hot air supply equipment and the first computer room was

newly founded several years ago, recently, in order to be able to work regardless of the weather, the

portable type dome of the area 7m x 8m was equipped in ATREX engine test field. Now, it reaches to

13th ATREX engine experiment by using these equipment efficiently.

はじめに

エアーターボラムジェット（ATR）の開発研究は，宇宙科学研究所において１９８８年より進められてきている．

ATR開発研究を支援する設備は，能代ロケット実験場（NTC）内に設置されている．ATR試験設備は，液酸／液水

ロケットエンジン開発時の設備を転用又は移設して使用してきた設備と，ATR開発研究用に新設した設備で成り立

っている［１］［２］［３］．図１に能代ロケット実験場の概要を示したが，ここでは実験場の北部に集中している

ATR試験設備の概要を報告する．
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液化水素貯蔵供給設備

液化水素貯蔵供給設備は１９８０年に建設し，液酸／液水ロケット開発時に使

用された設備を転用している．本設備の諸元を表１，主な系統図を図２に示す．

本設備は１０m３タンク，液体水素加圧蒸発器，水素ガス昇温器，真空ポンプ，

配管系，電気計装系で構成されている．液水タンクは真空二重槽構造になって

おり，内槽に予冷管が螺旋状に巻かれ，さらにその上に断熱フィルムを巻いて

熱の流入を防ぐ構造になっている．水素液化装置で製造された液体水素を連続

的に貯蔵する事もできるが，外部から供給を行い貯蔵する事も可能である．

ATR試験では液体水素タンクローリーで運ばれてきた液体水素を外部から供給

貯蔵する方法を採用している．

送液準備作業として，液水タンク及び配管系内を真空ポンプにより約１Torr

以下まで排気し，ヘリウムガスで置換する．液化窒素貯蔵設備から予冷管に液

体窒素を供給して，内槽温度を約９０Kまで冷却を行う．予冷後予冷管をヘリ

ウムガスで置換する．予冷系と水素系は完全に分離されているため，予冷系か

ら水素系への混入の心配はない．本設備は実験中のみ液体水素を貯蔵し他の期

間は使用しない．したがって，液水タンクへの送液初期時の液体水素損失量を

少なくするため，このような予冷作業を行っている．以上の準備作業を終え，

液体水素タンクローリーと本設備を真空断熱フレキシブルホースで接続し，送

液作業に入る．８０００Lの液体水素を約４０分で送液する事ができる．送液中の

タンクローリー内圧は約０.３～０.３５Mpa，液体水素損失量は約７００L程度で

ある．送液時に発生した水素ガス（蒸発）は予め窒素ガスにより置換済みにベ

ントスタックから安全に放出される．送液後予冷管内を真空ポンプで約１Torr

以下に排気する．

 

図1 能代ロケット実験場

資料2 液化水素タンク配管

資料1 液化水素タンク
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液体水素貯蔵時に何らかの異常により，液水タンク圧が上昇した場合は，放出弁が作動する．放出弁が機能しな

いときには安全弁及び破裂板が作動する．本設備からランタンク（真空断熱二重管），ATR試験スタンドへ送液す

る事ができる配管系になっている．

２００３年３月
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表1 液化水素貯蔵供給設備の諸元

資料3 タンクローリーでのLH
2
供給 資料4, 5 フレキシブルホース

図2 液体水素供給系フロー図



液化窒素貯蔵設備

液化窒素貯蔵設備（コールドエバポレーター，１９７７年製造）も液酸／液水ロケット開発時に使用された設備を

転用した．主な設備の諸元を表２，主な系統図を図３に示す．前述した液化水素貯蔵供給設備の予冷却，ランタン

ク及びテストスタンドへの供給などに使用する．

ランランク設備

ランタンク設備は新設の建屋内に既設の設備を転用設置した設備である．本設備の概念図を図４，主な諸元を表

３に示す．本設備は液体水素及び液体窒素を一時蓄え，ATR試験スタンドへ短時間に高圧で供給することを目的と

した設備であるため，保冷材には発砲ポリウレタン，使用圧力は６Mpaとなっている．NTCでは内槽開放型二重容
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図3 CE-９X型コールドエバポレーター
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表2 液化窒素貯槽設備の諸元

資料6 液化窒素タンク



器を使用している．液化水素は内槽に貯め，液化水素充填時の蒸発ロスを減らすために外槽と内槽の間に液化窒素

を送り外槽も予冷する．

ATR試験スタンド

ATR試験スタンド［２］は１９８９年に新設した．本設備を含む各ATR試験設備との配管系の概要系統図を図５に

示す．本設備には液体水素，水素ガス，液体窒素，窒素ガス，ヘリウムガス，酸素ガス，冷却水などの流体及びガ

スが液化水素貯蔵供給設備，液化窒素貯蔵設備，ランタンク設備等より供給

されている．また，各部へ適切な圧力，流量で供給するために，減圧器，流

量弁も設置されている．実験目的によって配管系が異なるため配管系の詳細

は各々の実験計画書などに譲るが，液体及びガスは各部の冷却，燃焼ガス，

パージガス，シールガス，ニューマチック弁の駆動，点火装置等に使用され

る．これらの制御は，第二計測室及び制御室より遠隔操作で行う事ができる．

したがって，ATR燃焼試験時のATR試験スタンドは，完全に無人状態である．

また，試験時の供試体を含むATR試験設備は，完全にオープン状態であるの

で，万一のガス等の漏洩，異常燃焼などの事態が発生しても安全である．ま
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資料7 移動ドーム
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図4 ランタンク概念図
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表3 ランタンク設備の諸元

資料8 ドーム解放時 資料10 ATREX-１３試験資料9 ATREX-１３実験
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た，試験準備時の防風雨対策として，強固で移動可能（燃焼試験時にはオープン状態とする）な常設の防風雨構造

設備（７×８m）の移動ドームが設置されている．配管系のほかに，本設備には圧力計測，流量計測，温度計測，

光学観測，点火機器，アクチュエータ等のサポート及びインターフェイスが設置されている．

カードル置場

ATR試験スタンドから直線距離で５０m離れたところにカードル置場がある．ここでは水素ガス，窒素ガス，ヘ

リウムガスカードルが置かれている．水素カードル置場にはスプリンクラー設備がある．

図5 ATR試験スタンド系統図

   

資料11 カードル 資料13 スプリンクラー資料12 カードル置場
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図6 高温空気供給設備



宇 宙 科 学 研 究 所 報 告128 特集　第４６号

高温空気供給設備

高温空気供給設備は高温空気取込時におけるATRの性能試験を目的として，１９９３年に新設された．表４に諸元，

図６に本設備の概念図を示す．本設備は温度約１０００℃，流量４２０（Nm３/h），の高温空気を製造供給する能力が

ある．高温空気供給時間は約１分の熱容量型方式を採用している．空気を加熱する原理は，まずプロパンの燃焼で

炉を加熱し，その加熱された炉内に空気を送り込み（この直前にプロパンの燃焼は止める），炉内で熱交換された

高温空気が供試体まで導かれる方式である．高温空気を供試体に送り込む直前まで，空気加熱炉と供試体間で高温

空気が通過時に熱が奪われるのを防ぐため，暖房用の空気ブロアを作動して補助的に製造された高温空気を空気加

熱炉と供試体間の空気導管へ流して暖めている．

制御，管制，計測設備

第二計測室には，液化水素貯蔵供給設備，液化窒素貯蔵設備，ランタンク設備，ATR試験スタンド，供試体，高

温空気供給設備等の操作制御盤が設置されている．ATR試験の総ての遠隔操作はここで行われる．計測データのモ

ニター，一部のデータの収録（マイコン），可視及びUVビデオによる観測，試験異常時の緊急停止なども第二計測

室より行うことができる．

管制本部は第一計測室の中央部にあり，燃焼試験全体の管制を行っている．ATR試験の燃焼実験９０分前から燃

焼終了後ランタンク設備，ATR試験スタンド，供試体部の水素パージが終了するまで砂防提より海側は立ち入り禁

止になっている．試験当日はこれらの警戒区域で警戒をし，安全確認情報を管制本部に集める．第一計測室，第二

計測室は砂防提より内陸側にあり，万が一燃焼実験時，制御不能の異常事態が発生しても安全な位置である．

図７に計測系系統図を示す．計測データのほとんどは計測データ収録機構（CPU）で収録する（第一計測室）．

計測項目の多くは圧力，流量，温度計測であり，それらの計測システムは制御室に集中している．制御室，CPU間

は光ファイバーで結ばれ（計測系系統図のライン１），制御室の計測出力は入力１２８CHのエンコーダーを通して

CPUに収録される．エンコーダーの諸元を表５に示す．CPUのモニターを管制本部，第二計測室に設置することに

より，実験中のクイックルックが可能となる．

主な計測センサーは，歪みタイプの圧力計（諸元は表６），熱伝対型の温度計（諸元は表７），２色パイロメータ

（７０４℃～２２０４℃），回転計，推力計，タービン流量計（液体水素流量計測），振動計，加速度計，UVビデオ（燃

焼観測）等を用いている．
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表4 高温空気供給設備の諸元
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表7 温度計の諸元

 

図7 ATREX試験における計測系系統図（中継端子盤および記録機器チャンネル配分）
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表5 エンコーダーの諸元 表6 圧力計の諸元
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