
に，天体との接近（フライバイやランデブー）が必要となるミッションにおいては，「いつ，どの天体を，どのよ

うに探査するか」というミッション構想を組み立てることがミッション検討の出発点であり，科学的意義と軌道力

学的実現性を調和したミッション構想の研究をすすめている．２００４年度は，以下の３点について検討をすすめた．

第１はサイエンス面からのミッションの絞込みであり，サイエンスの観点から探査天体や探査方法についてプライ

オリティづけをおこなった．第２は軌道計画による実現可能性の評価であり，マルチフライバイ探査の評価，詳細

軌道設計による探査機システム設計との結び付け，探査シーケンスの大域的検討をおこなった．第３はミッション

候補の検討であり，上述の検討結果をもとに具体的なミッション候補を設定し，それらの対比評価をおこなった．

Ⅱ−2−g−81

超小型探査機（インタセプタ）による地球接近小惑星探査の研究

助 手 川勝康弘 助 手 津田雄一

助 手 森 治 教 授 川口淳一郎

１０kg級の超小型探査機（インタセプタ）による地球接近小惑星探査の研究をすすめている．インタセプタは１０kg

級の自律・自己完結型探査機であり，CCDカメラによる撮像ミッションが可能で，探査対象天体への画像航法・

誘導のほか，制御（スピン），電力供給，通信等の機能を有する．軌道制御用の推進系も搭載しているが，大きな

軌道制御能力はもっておらず，探査対象天体までは何らかの別手段を用いて到達させる必要がある．２００４年度は，

インタセプタの探査機システムについて，機能・性能要求，機器構成等についての基礎検討をすすめた．並行し

て，インタセプタを用いたミッション構想の検討をすすめ，うち２例（静止トランスファー軌道打上への相乗り

ミッション，小型打上機体を用いた複数インタセプタ同時投入ミッション）について，詳細な検討をおこなった．

Ⅱ−2−g−82

深宇宙探査用軌道間輸送機（OTV）の研究

助 手 川勝康弘

深宇宙探査において打上後の軌道間輸送を専用に担う輸送システム，深宇宙探査用軌道間輸送機（OTV）につ

いての研究をすすめている．基本的なコンセプトは，深宇宙探査ミッションに必要な２つの機能，すなわち「目的

地への移動」と「目的地での探査活動」を実現するシステムを分けるということであり，これにより「目的地での

探査活動」を担う探査機については探査活動に最適化された設計が可能になり，また「目的地への移動」を担う

OTVについては，シリーズ化により設計の成熟やコスト低減が可能になる．２００４年度は，深宇宙探査用 OTVの基

本コンセプトを整理し，基本的な機能・性能要求の検討をすすめた．またいくつかの具体的な深宇宙探査ミッショ

ンを設定し，深宇宙探査用 OTVを適用するとした場合の OTVのサイジングの検討をおこなった．

ｈ．宇宙輸送工学研究系

Ⅱ−2−h−1

ロバスト制御理論の実システムへの応用についての研究

教 授 川口淳一郎 教 授 森田泰弘

ロバスト制御理論の実システムへの応用について継続的に研究を行っている．具体的には，M−Vロケットの姿

勢制御を例題に，H無限大制御理論とμ制御理論をロケット制御系の設計に用いるための方法論を構築してい

る．２００４年度は，M−V−６号機第２段制御則の設計にこれを適用し制御器パラメータを確定するとともに，その有

効性を安定解析，数値シミュレーション，および，モーションテーブル試験により実証した．

１３９Ⅱ．研究活動



Ⅱ−2−h−2

M−Vロケット推力偏向（TVC）システムの研究

教 授 野雅弘 教 授 森田泰弘 技術職員 安田誠一

M−Vロケットの TVCについて研究・開発を継続している．今年度は，これまでのフライトデータを詳細に解析

するとともに，この結果に基づき，第３段モータ点火時におけるポテンショメータのストロークマージンを増強す

るためにサーボアンプ・ソフトウエアの結成変更を行った．

Ⅱ−2−h−3

M−Vロケット第２段ステージ TVCシステム用熱電池の研究・開発

教 授 野雅弘 教 授 森田泰弘 技術職員 安田誠一

M−Vロケットの低価格化・運用性向上のために，可動ノズル駆動用電動アクチュエータへの電力供給源として

熱電池の開発を行っている．第２段ステージ用大型電動アクチュエータについては，その大電流要求のために熱電

池以外の電力源は重量的に許容できない．すでに，その性能は５号機の打ち上げにより実証したところである

が，２００５年度は信頼性向上を目的として，着火威力の増強を図った．

Ⅱ−2−h−4

M−Vロケット用高性能リチウム電池駆動 TVCシステムの研究・開発

教 授 野雅弘 教 授 森田泰弘 技術職員 安田誠一

M−Vロケットの低価格化・高性能化のために高性能リチウム電池の開発を行っているが，これを用いて第３段

可動ノズル（TVC）装置を構成すべくシステム開発を進めている．２００４年度は，６号機用フライトモデルの試作を

行い，可動ノズルシステム全体としての性能を確認した．

Ⅱ−2−h−5

柔軟宇宙構造物のダイナミクスと制御についての研究

教 授 森田泰弘

スペースインフラストラクチャ展開の一環として，宇宙ステーションをはじめ大型多体のフレキシブルシステム

が運用されつつあるが，このような大規模システムの運動の予測や設計される制御アルゴリズムの有効性を検証す

るために，その運動をできる限り詳細に定式化することが不可欠である．ここでは，軌道上の多体フレキシブルシ

ステムに対し，効率的な運動の定式化について継続的に研究を行っている．

一方，制御においては新しいアプローチの開拓を行っている．従来からこの分野では，モード法を用いてシステ

ムの振動特性を有限個の常微分方程式で記述することにより状態空間モデルを得るのが一般的である．しかるに，

複雑な宇宙構造物を制御する場合には，構造の局所的な特性を考慮して制御側を構築できることが望ましい．偏微

分方程式を取り扱うことの難しさから，これまでこの観点での研究は十分に行われてこなかったが，本研究では全

く新しい制御論理としてローカライズドコントロールと言う概念を提唱し，常微分方程式を用いつつも局所的な振

動特性を陽に反映することができることを示している．

Ⅱ−2−h−6

宇宙機の姿勢解析プログラムの開発

教 授 川口淳一郎 教 授 森田泰弘 技術職員 廣川英治

モータ燃焼，あるいは，姿勢制御動作を伴う宇宙機のダイナミクス解析プログラムを継続的に整備している．こ

れは，ペネトレータ・モジュール用固体減速モータ（DOM），M−Vキックモータ（KM−V１，V２），高速再突入実

験機（DASH）用ドリフト・モータ（DFM）とスピンモータ（SPM）については，スラストプロファイルの設計に

利用されている．
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Ⅱ−2−h−7

小型宇宙機の姿勢決定と制御についての研究

教 授 森田泰弘 技術職員 廣川英治

小型宇宙機の姿勢決定・制御システムについて継続的に研究している．特に，月ペネトレータ開発で実績を積ん

だラムライン制御を小型衛星の姿勢制御システムとして確立した．一方，姿勢決定方式については，観測ロケット

用に太陽センサと地磁気センサを組み合わせたシステムを，地球周回衛星用に太陽センサと地球センサによる複合

システムを構築した．さらに，惑星探査機用として，地球からの基準電波を用いて RFセンサと太陽センサを併用

することにより高精度の姿勢決定が可能なことを示した．

Ⅱ−2−h−8

M−Vロケットの姿勢決定システムの研究

教 授 森田泰弘 技術職員 廣川英治

小型衛星用に開発した太陽センサと地磁気センサによる姿勢決定システムをM−Vロケットに応用すべく研究を

行っている．２００４年度は，前年度に行った基礎設計結果を受けて，実機の製作を始めた．

Ⅱ−2−h−9

電気推進システムの研究

助教授 國中 均 助 手 山田哲哉 技術職員 清水幸夫

助教授 船木一幸 助 手 西山和孝

２００３年に打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ」に搭載されたイオンエンジンの飛翔データを解析し，性能評価を

行った．宇宙運用の経験を通し，宇宙機システムにおいて電気推進単体が有するべき機能や性能に関する知見を得

た．宇宙運用経過に伴う性能の変化を引き続き監視している．

Ⅱ−2−h−10

マイクロ波放電式イオンエンジンの大型化に関する研究

助教授 國中 均 技術職員 清水幸夫

助 手 西山和孝 特別共同利用研究員 宮本尚志

マイクロ波放電式イオンエンジンの推進性能の向上を目指し，これまでの有効直径１０cmから２０cmに拡大したイ

オン源の研究を実施した．２０cm級イオン引き出しグリッドと組み合わせた性能の最適化，放電プラズマの内部診

断を行った．

Ⅱ−2−h−11

次世代スラスタ制御器の検討

助 手 西山和孝 特別共同利用研究員 福田美穂

助教授 國中 均

深宇宙航行用イオンエンジンシステムの運用性向上と搭載宇宙機を含めた自律性向上のための次世代スラスタ制

御器の検討を開始した．海外を含めた既存の電気推進システムの調査と，開発プラットフォームとしてのハード

ウェアやオペレーティングシステム，開発環境，アプリケーションフレームワークの選定を実施した．

Ⅱ−2−h−12

中性粒子ビーム源の研究

助 手 西山和孝 特別共同利用研究員 菊池亮一

助教授 國中 均

大気吸込式イオンエンジン研究開発や低軌道での原子状酸素による材料劣化研究における高層大気シミュレー
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ターを目指して，秒速８kmの中性粒子ビーム源の研究開発を開始した．本年度はキセノンガスを電子サイクロト

ロン共鳴放電でプラズマ化し，金属壁面で中性化する方式のビーム源を試作した．

Ⅱ−2−h−13

ロケット・衛星搭載用ダストセンサの開発

助 手 西山和孝 助教授 國中 均

地上での製造・各種試験・射場作業・打ち上げを通じて衛星の局所的な粉体による汚染履歴を記録・再生できる

小型ダストセンサの開発を目指している．本年度は民生用センサを評価するための駆動装置を設計・製造した．

Ⅱ−2−h−14

マイクロ波放電式ホールスラスタの研究

助教授 國中 均 特別共同利用研究員 桑野寛久

直流放電によりプラズマ生成と加速を連続的に実行する従前のホール型スラスタに対し，マイクロ波放電により

生成したプラズマを直流電界により加速する２段式ホールスラスタの研究を行っている．両方式を実現できる機器

を試作し，基礎実験を行った．噴射プラズマのエネルギー分析を行い，２段式運転においてマイクロ波放電起源の

プラズマ塊を検出することができた．

Ⅱ−2−h−15

高比推力イオンエンジンの検討

助教授 國中 均 助 手 西山和孝

技術職員 清水幸夫 特別共同利用研究員 林 寛

比推力３，０００秒程度のイオンエンジンの宇宙利用が進んでいるが，深宇宙航行ではさらに高比推力が望まれる．

これに対応するためには加速電圧が１kVから１０kVへと高電圧化する．宇宙電気絶縁に関する基礎検討を実施し，

スラスタの組立を行った．

Ⅱ−2−h−16

電気推進起源高速中性粒子による高層大気観測に関する研究

助教授 國中 均 特別共同利用研究員 杉本幸子

イオンエンジンのグリッド劣化は電荷交換衝突によって生成される低速イオンによって引き起こされる．また宇

宙で排気されたイオンビームは高層大気と電荷交換衝突して減衰する．この現象を能動的に利用して高層中性大気

のリモートセンシングに利用出来る．観測手法の成立性を評価するために実験的研究を行った．

Ⅱ−2−h−17

MPDアークジェットに関する実験的研究

助教授 國中 均 特別共同利用研究員 中田大将

電気推進の宇宙利用が実現し，より大電力推進への期待がある．１００kW超の電力範囲ではMPDアークジェット

による高比推力作動が有望である．この作動領域における推進性能に及ぼすノズル形状の効果の研究を実施した．

Ⅱ−2−h−18

飛翔体ベース部の空力特性に関する研究

教 授 藤井孝藏 大学院学生 河合宗司

ロケットや単段再使用宇宙機などは広いベース部分を有する．このベース部にかかる圧力によって生ずるいわゆ

るベース抵抗が動圧の高い遷音速から超音速域にかけて重要となる．模型支持装置等の存在から，通常の風洞試験

によるベース圧計測は大変難しく，数値シミュレーションによる評価が期待されている．一方で，意外にも旧来の
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シミュレーション手法では信頼できる解が得られないため，新たに開発した LES／RANSハイブリッド手法を利用

してベース流れ特性評価を試みてきた．本年度は亜音速から超音速の広い範囲に渡って行ったベース流れシミュ

レーションから，工学的に重要な時間平均ベース圧のマッハ数依存性と詳細な非定常変動に基づく流れメカニズム

解析を行った．時間平均ベース面圧力はマッハ数の増加と共に減少するが，亜音速，遷音速，超音速の各速度域で

それぞれ全く異なる特徴的な流れ現象に支配されていることが明らかになった．

Ⅱ−2−h−19

２段式スペースプレーンの統合最適化と信頼性設計技術に関する研究

教 授 藤井孝藏 大学院学生 下山幸治

助 手 大山 聖 総合技術研究本部研究員 小林弘明

将来宇宙輸送システムの１つとして二段式スペースプレーン（Two−Stage−To−Orbit：TSTO）が考えられている．

本研究では，これまで行ってきた初期離陸重量最小化問題を Orbiter分離時間最小化と組み合わせて多目的問題へ

拡張し，各目的間のトレードオフに関する情報を取得することで，より現実的な TSTO統合最適設計を行った．こ

れにより，初期離陸重量と Orbiter分離時間は強いトレードオフの関係にあり，そのトレードオフを支配するのは

超音速飛行時の捕獲空気流量を制御する推進パラメーターであることが示された．また，設計変数のばらつきに対

する初期離陸重量のばらつきを評価するロバスト最適化を導入することにより，初期離陸重量のロバスト性に最も

優れた設計は，初期離陸重量の最適性に優れた設計とは異なるものである，初期離陸重量の最適性を改善するため

には少ない燃料で大推力を発生できるエンジンを搭載することが必要だが，初期離陸重量のロバスト性を改善する

ためには燃料と推力のバランスを考慮した設計が必要である，ということがわかった．

Ⅱ−2−h−20

物体後流とその遠方場特性の把握

教 授 藤井孝藏 大学院学生 飯塚宣行

物体後流は物体に働く力と大きく関係し，また背後に存在する他の物体にも様々な影響を与えるため，その特性

の把握は重要である．物体に様々な力が働く状態での物体背後の流れの様子を調べ，後流干渉の予測方法の確立を

目指して研究を行っている．

Ⅱ−2−h−21

単段再使用ロケットの空力特性に関する研究

教 授 藤井孝藏 大学院学生 野々村拓 横浜国立大学 宮路幸二

大学院学生 藤本圭一郎 特別共同利用研究員 塚田はるみ

宇宙輸送機，特に単段の再使用ロケットの設計ツールとして数値シミュレーションを役立てるために，さまざま

な形状に対して空力特性変化の評価を行い，マッハ数，流れの角度などを変えたシミュレーションデータをデータ

ベース化した．この研究により，アポロ形状の空力特性は主に流れの剥離位置，胴体背後の圧力レベル，上流の高

圧領域に影響されることが示された．また，アポロ形状の半径は胴体背後の圧力レベルと剥離位置に大きく影響す

るため，空力特性に大きな影響を持つことがわかった．さらに，半頂角も揚力，抗力，ピッチングモーメントに大

きな影響を持つことが示された．今後も継続してデータベースの強化を進め，今後の単段式再使用機の機体形状空

力設計に利用していく予定である．

Ⅱ−2−h−22

直交格子法を用いた粘性流解析手法の開発

教 授 藤井孝藏 大学院学生 藤本圭一郎

従来の構造格子による空力解析手法は計算格子生成に時間がかかるため効率的ではない．また，精度を落とすこ

となく，解析にかかる計算時間も短縮する必要がある．よって粘性計算のための直交格子計算法の開発を目指し，
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本年度は特徴線保持 Viscous Cartesian Grid法による粘性計算用格子生成の自動化手法を開発した．今後，直交格子

計算法を用いたトポロジー設計最適化手法を開発し，単段式宇宙往還機の設計最適化を行う予定である．

Ⅱ−2−h−23

ロケットフェアリングの内圧変動に関する研究

教 授 藤井孝藏 特別共同利用研究員 山本綾子

大学院学生 藤本圭一郎 お茶の水女子大学 河村哲也

遷音速域でロケット機体表面に発生する衝撃波がフェアリングに設置されたベントホールを通過することで生ず

る圧力変動がペイロードに与える空力的な影響について数値シミュレーションを利用した研究を行った．ベント

ホール外部で生ずる圧力変動はかなり大きなものであるが，その時間変化は緩和されてフェアリング内部に伝わる

ことが確認され，合わせてこれらの定量的な評価も行うことができた．また，ロケットの飛行速度とロケットの周

りの大気状態変化を考慮した，ノーズフェアリング内部及びベントホール部を含めたロケットの CFD解析も行

い，外圧変化に対するノーズフェアリング内部の圧力応答特性を明らかにした．

Ⅱ−2−h−24

再突入カプセルの動的不安定性に関する研究

教 授 藤井孝藏 お茶の水女子大学 河村哲也

特別共同利用研究員 山本綾子

遷音速域において生ずる再突入カプセルの振動現象解明を目的とした解析を進めている．特に亜音速側での現象

と超音速側での現象の違いがある点について議論し，そのメカニズムについて解析を継続している．

Ⅱ−2−h−25

Synthetic jetによる翼型の剥離制御

教 授 藤井孝藏 特別共同利用研究員 岡田浩一 横浜国立大学 宮路幸二

synthetic jetと呼ばれる微小な jetを用いた翼型の剥離制御装置についての研究を行っている．この装置は電力だ

けで動くので駆動装置が必要なく，複雑な機構も必要ないことから，搭載性が高いため，現在検討している惑星飛

行機で利用可能な小型航空機，回転翼機や羽ばたき翼機などへの適用が考えられている．synthetic jetを伴う翼型

に対して数値解析する場合，多くの研究では jet吹き出し部の形状部分について数値計算せず境界条件で近似して

いるが，この微小形状が翼型の性能に与える影響が大きいと考えられるため，詳細形状を含めた数値解析を行い，

Synthetic jetによる翼型の剥離制御法についての指針を得る予定である．

Ⅱ−2−h−26

外部搭載物付き２段式宇宙輸送ブースター機体に関する遷音速，超音速フラッター現象に関する研究

教 授 藤井孝藏 東京大学 IML（COE研究員） 寺島洋史

東京大学 IML（共同研究員） 小野謙二

将来型宇宙輸送システムなどではアスペクト比の小さな翼が利用される．このような翼のフラッター特性は十分

理解されているとは言い難く，またその解析も輸送機のような高アスペクト比の翼に比べて困難である．本研究で

は，エンジンやタンクを模擬した外部搭載物付きデルタ翼の遷音速フラッターシミュレーションを行い，外部搭載

物の存在有無による翼下面への空力的影響によるフラッター特性の変化を調べた．搭載物数の異なるシミュレー

ションの結果，超音速領域において搭載物前方に発生する衝撃波が翼下面と干渉し，その衝撃波干渉が翼端に及ん

だ場合にフラッター動圧が低下することがわかった．さらに，サイズの異なる搭載物付きデルタ翼フラッターシ

ミュレーションを行い，翼下面の衝撃波干渉位置が重要であることを確認した．強制振動による非定常空気力解析

の結果から，搭載物前方で発生した衝撃波に位相遅れがあり，フラッター不安定に働くためフラッター動圧の低下

を引き起こしたことも明らかにした．
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Ⅱ−2−h−27

高次精度スキームを用いたエッジトーン現象の解析

教 授 藤井孝藏 大学院学生 野々村拓 東京音楽大学 村中洋子

干渉音の代表の一つに噴流がエッジに衝突する際に発生するエッジトーンがある．本研究では，以前の研究で利

用されてきた一般的なスキームを用いた解析の信頼性を確かめるのと同時に，フィードバック機構の確認，噴流が

どのように振動を起こしはじめるか等の詳細な解析をするため，近年音響解析等でよく用いられるようになった高

解像度の Padé型のコンパクト差分法を用いて数値解析を行なった．これによりエッジトーンの定量的なシミュ

レーションのためには高い精度，格子解像度が必要であることが示唆された．計算によって得られた周波数は

Brownの実験式との比べて若干低い周波数が得られたが，これは圧縮性の影響であると考えられる．また，噴射口

の速度分布やノズルリップ厚さの影響なども解析的に調べた．今後は，この結果を活かして，ロケットプルームに

よる音響の解析を進めていく予定である．

Ⅱ−2−h−28

エアロスパイクノズルを取付けた単段式宇宙往還機形状の空力特性に関する研究

教 授 藤井孝藏 大学院学生 藤本圭一郎

特別共同利用研究員 塚田はるみ

単段式宇宙往還機を実現するためには，低高度から高高度まで高性能を発揮できるエンジンが必要であり，その

候補としてエアロスパイクノズルが挙げられる．この研究ではまずエアロスパイクノズル付円錐形状について数値

的な解析を行い，単純なアポロ形状とは空力特性が大きく違うことが示された．

さらに，着陸時には逆噴射を使った軟着陸が用いられる可能性が高いが，逆噴射時の流れ場の解析はあまり行わ

れていないため，Navier−Stokes計算を用いて解析を行った．この研究により，逆噴射時には機体前面に循環領域

が生じることにより，機体肩からの流れの剥離が抑制され，ノーズ側の表面圧力が上昇することがわかった．ま

た，このことにより，ある逆噴射レベルのときに減速が緩和されてしまうことがあることがわかった．

Ⅱ−2−h−29

大迎角における低アスペクト比翼の空力特性評価に関する研究

教 授 藤井孝藏 大学院学生 石川裕理

超音速機などに用いられるデルタ翼まわりの流れ場に関しては，多くの実験や計算による解析が行われている

が，高速，高迎角におけるデルタ翼周りの流れ場の詳細は未だ明らかにされていない．ここでは，三次元圧縮性 Na-

vier−Stokes計算を用いて高迎角におけるデルタ翼周りの流れ場の解析を行った．本研究により，これまで明らか

にされてこなかった高迎角におけるデルタ翼周りの流れ場に発生する渦や衝撃波の様子を捉えることができた．

Ⅱ−2−h−30

電磁力を用いた流体制御に関する研究

教 授 藤井孝藏 大学院学生 田中義輝

電磁力を用いた流体制御には従来のような複雑な機構は必要なく，磁場の向き，大きさを変えることで力を変化

させることができるため，亜音速・遷音速航空機において，より拡張性の高い制御ができると考えられている．本

年度は電磁流体のソルバーを開発し，その検証を行った．また，亜音速・遷音速領域では電磁力を発生させる荷電

粒子が少なく，ほとんど効果が得られないことを示した．

Ⅱ−2−h−31

はばたき火星飛行機の空力特性解析

教 授 藤井孝藏 大学院学生 岡部能幸

将来の火星探査においては，広範囲に詳細な探査を行うことができる飛行機型の探査機が有望視されている．火
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星大気は地球大気と違いレイノルズ数が格段に低いため，定常翼よりも羽ばたき翼の方が高い効率を有する可能性

がある．本年度は，まず手法の開発に着手し，擬似非圧縮性 Navier−Stokesコードを作り，その検証を行った．

Ⅱ−2−h−32

惑星飛行機用低レイノルズ数翼型の空力最適化に関する研究

教 授 藤井孝藏 助 手 大山 聖

現在まで，火星表面での探査はローバーに限定されているが，行動範囲が限られるという欠点を持つため，より

広い領域を探査が可能な火星飛行機の研究が NASAなどで行われている．しかしながら，火星の大気環境は地球

と大きく異なるため，地球上で使われている飛行機の翼型とはちがうまったく新しい翼型が必要となると考えられ

る．ここでは，進化的計算法と数値流体力学を用いて翼型の空力設計最適化を行い，火星探査飛行機に最適な翼型

を求めた．これにより，低亜音速・低レイノルズ数ではキャンバーの大きな薄翼が揚抗比を最大にするのに対し，

高亜音速・低レイノルズ数では前縁半径を大きくする必要があることがわかった．また，実用的な翼型を実現する

ためには構造強度などを考慮した複合領域設計が必要であることも示された．

Ⅱ−2−h−33

パレート最適性に基づいた新しい制約条件取り扱い手法の開発

教 授 藤井孝藏 助 手 大山 聖 大学院学生 下山幸治

宇宙往還機設計などの現実的な設計最適化問題は複数の目的に加えて，複数の制約条件を持つことが多い．進化

アルゴリズムは多目的最適化問題におけるパレート最適解を効率よく得ることが出来ることから，実用的な最適化

問題に適した最適化手法であると考えられている．しかしながら，従来は複数の制約条件を重み付き平均した関数

を用いるペナルティ法を使っていたため，複数の厳しい制約条件が課された場合に最適な解を効率よく得ることが

難しかった．本研究ではパレート最適性に基づいた制約条件の取り扱い手法を開発した．さらに，二段式宇宙往還

機の概念設計や圧縮機ファンの詳細設計に本研究で開発された手法を適用し，優れた解が得られることを示した．

Ⅱ−2−h−34

感圧塗料実験の実用化と画像処理技術の開発に関する研究

教 授 藤井孝藏 特別共同利用研究員 伊藤匡人

助 手 大山 聖 青山学院大学 林 光一

特別共同利用研究員 大内弘文 技術職員 入門朋子

遷音速・超音速大型風洞を利用して感圧塗料の実験を実施した．塗料はバインダの配合に注意すれば大型風洞に

おいても感圧塗料が十分利用可能な技術であることが明らかとなった．感圧塗料を利用した実験を昨年の簡単模型

からシャトルタイプの複雑模型に変え，感圧塗料の実用性を評価した．画像処理の工夫によってかなり複雑な模型

でも正確な圧力分布を得られること，別途計測された形状データにマッピングすることで揚力もかなりの精度で予

測できることなども明らかになった．開発したソフトウェアは今年度から公開している．

Ⅱ−2−h−35

平板に衝突する超音速ジェットに関する実験的研究

教 授 藤井孝藏 特別共同利用研究員 大内弘文 青山学院大学 林 光一

助 手 大山 聖 特別共同利用研究員 伊藤匡人

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行っている．流れの複雑さを

理解するために感圧塗料を利用した面計測を行っている．これまでに得られた結論の有効性を確認するためにより

広い条件での実験を行った．この結果，平板角度が大きい場合には新たな現象が起きていることがわかった．
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Ⅱ−2−h−36

惑星航空機とその設計に関する研究

教 授 藤井孝藏 大学院学生 野々村拓 客員助教授 李家賢一

助教授 高木亮治 特別共同利用研究員 塚田はるみ 助 手 井筒直樹

助 手 大山 聖 大学院学生 岡部能幸

大学院学生 河合宗司 大学院学生 田中義輝

航空機による火星探査の可能性を検討し，火星飛行に適した形態の航空機の選定を行っている．具体的には固定

翼機・回転翼機・羽ばたき翼機・気球について，それぞれが火星でどの程度の性能を発揮することができるか研究

している．火星固定翼機の概念設計および初期設計を行った．

Ⅱ−2−h−37

LE−７Aエンジンの高信頼性化とロケットエンジンシステムインテグレーションに関する研究

教 授 藤井孝藏 総合技術研究本部開発部員 根岸秀世 大学院学生 飯塚宣行

助教授 坪井伸幸 総合技術研究本部宇宙航空研究員 伊藤 隆 大学院学生 下山幸治

助教授 高木亮治 特別共同利用研究員 岡田浩一 大学院学生 藤本圭一郎

助 手 大山 聖 特別共同利用研究員 上瀧博之 大学院学生 石川裕理

東京大学 IML（COE研究員） 寺島洋史 総合技術研究本部開発部員 山西伸宏

液体ロケットエンジンの信頼性向上と負荷バランスの良いロケットエンジンシステム設計の確立を目的とした活

動を行っている．LE−７Aを例にとりその設計思想に立ち返り，概念設計，設計手法，システムインテグレーショ

ンという面からロケットエンジン設計を見直し，今後のエンジン開発の土台となる技術の検討を行っている．

Ⅱ−2−h−38

ロケットエンジン設計・開発の信頼性向上についての研究

教 授 藤井孝藏 助 手 大山 聖

ロケットエンジン設計・開発の信頼性向上についての研究を開始した．今年度は設計のプロセスの分析を行い，

ロケットシステム全体が見られるものをつくることや，信頼性の定義の整理が必要であることがわかった．今後は

２段ステージについて，具体的にどうやって信頼性を向上させていくか検討を行う．

Ⅱ−2−h−39

品質機能展開による H−ⅡAロケットバルブ高信頼性化

教 授 藤井孝藏 大学院学生 藤本圭一郎

助 手 大山 聖 基幹システム本部主任開発部員 沖田耕一

H−ⅡAロケットの機体・エンジンバルブにおいて不具合が後を絶たず，ロケットの信頼性の低下につながって

いる．そのため，H−ⅡAロケットの機体バルブについて品質機能展開を行い，不具合の原因となっているバルブ

部品の特定を行った．

Ⅱ−2−h−40

超音速噴流と斜め平板との干渉の数値シミュレーションに関する研究

助教授 坪井伸幸 特別共同利用研究員 塚田基雄

教 授 藤井孝藏 青山学院大学・理工学部 林 光一

超音速噴流と斜め平板の流れ場の干渉を調べることを目的として３次元の数値シミュレーションを実施した．こ

の流れ場は，衝撃波の複雑な干渉を伴っており，またこの干渉は平板が存在しない自由噴流の流れ場と大きく関連

していることから，解析が比較的容易な低圧力比の自由噴流の解析を中心に進めてきた．壁面上の圧力分布に関し

て，実験結果との良好に一致することを示し，また複雑な三次元的な衝撃波干渉の様子，平板角度や平板位置が衝
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撃波干渉に与える影響を明らかにした．

Ⅱ−2−h−41

三次元デトネーションに関する数値シミュレーションの研究

助教授 坪井伸幸 青山学院大・理工学部 林 光一

特別共同利用研究員 江藤圭太郎

矩形管内および円管内を伝播する３次元の基礎的なデトネーションの波面構造，伝播モードの違いを把握するこ

とを目的として，水素／空気デトネーションに関する詳細反応モデルを用いた数値シミュレーションの研究を行っ

ている．この研究は，応用として注目されているパルスデトネーションエンジンに対する基礎研究でもある．この

研究により，非定常的な衝撃波構造といくつかの代表的な伝播モードを明らかにした．その伝播モードの中で，矩

形管および円管それぞれを非対称的にスピンするモードに関しては，デトネーションが実験で発見されてから約８０

年後に初めてシミュレーションにより再現された．現在はその衝撃波構造や伝播構造の詳細を解明しており，今後

はスピンデトネーションが発生する要因を明らかにする予定である．

Ⅱ−2−h−42

水素噴流と垂直平板の干渉に関する研究

助教授 坪井伸幸 青山学院大・理工学部 林 光一

特別共同利用研究員 井田信吾

漏洩時の爆発の可能性とその抑制を念頭に置いて，水素噴流と平板の干渉を，実験および数値シミュレーション

の両面から研究を行っている．青山学院大学にておこなわれた実験に関しては，強い着火源が近傍に存在しない限

り直接爆発することがないことが示され，数値シミュレーションでもこれが裏付けられた．現在，実験ではエネル

ギー源としてレーザー照射による着火を試みており，エネルギー量と着火の相関関係を把握しつつある．数値シ

ミュレーションについても，平板位置を変えたり着火源を与えたりすることで，爆発に結びつく要因を探っている．

Ⅱ−2−h−43

パルスデトネーションエンジン用ノズルに関する数値シミュレーションの研究

助教授 坪井伸幸 青山学院大・理工学部 林 光一

特別共同利用研究員 上瀧博之

デトネーションを推進機関に応用するものとしてパルスデトネーションエンジンがあり，その性能を左右する要

素の一つである排気ノズルの形状について，数値シミュレーションによる研究を行っている．本年度は水素／空気

予混合気に対して，詳細反応モデルを使用した解析をおこなった．通常ロケットエンジンで使われる収縮－膨脹ノ

ズルでは，特に収縮部で強い圧力の反射がみられるが，作動時間の後半では通常のノズルとほぼ同様の特性を示す

ことが示された．今後は計算領域を大きくした上で，性能に与える形状や高度の影響を詳しく調べる予定である．

Ⅱ−2−h−44

燃焼反応を伴うベル型ノズルの性能推算に関する数値シミュレーションの研究

助教授 坪井伸幸 総合技術研究本部招聘研究員 宮島 博

総合技術研究本部プロジェクト研究員 伊藤 隆

将来宇宙輸送系に必須となるロケットエンジンのベル型ノズルの性能における燃焼反応の影響を把握するために

数値シミュレーションを行っている．燃焼ガスは，酸水素混合気であり，開口比約１４０のサブスケールノズルに関

して，９化学種１８素反応モデルによる化学反応を考慮したシミュレーションを実施した．その結果，比推力に関し

ては実験データおよび広く使われている簡易推算ツールと比較して，ほぼ同等の結果を算出することが示された．

また，壁面熱流束に関しては，ノズル出口付近では実験値の半分程度になっているものの，最大熱流束については

ほぼ簡易推算ツールと同等の結果であることが示された．そして，フィルム冷却の影響も数値シミュレーションに
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より把握しつつある．今後，実スケールに対する性能推算や，様々なノズル形状に対する解析も予定している．

Ⅱ−2−h−45

高々度における分子レベルの気体力学に関する研究

助教授 坪井伸幸 東京大学・工学部 松本洋一郎

高々度における飛翔体周りの流れ場を詳細に把握するために，分子論的な見地からの研究を進めている．窒素分

子の衝突過程に着目して，並進・回転運動を古典的に取り扱う手法により構築された回転緩和モデルを用いて直接

モンテカルロシミュレーションをおこなった．実験結果で用いられている円錐ノズル内部の回転緩和の様子や，ノ

ズルからの非一様な流れが物体周りの流れに与える影響を把握した．また，本研究で用いられている回転緩和モデ

ルの回転衝突数を具体的に算出し，他の実験データや解析結果と比較してその差異を明らかにした．今後は現在構

築している振動緩和モデルとも組み合わせた解析によって，飛翔体周りの低密度流れの解析を実施したい．

Ⅱ−2−h−46

ATREXの空気予冷却器における着霜の数値シミュレーションの研究

助教授 坪井伸幸 助教授 佐藤哲也 総合研究大学院大学生 吹場活圭

ATREXに装着される空気冷却器の着霜現象を明らかにするための数値シミュレーションを行っている．まず，

極低温冷却面に対して，着霜がない初期の段階の，ミストが発生する条件下でのシミュレーションを行った．一流

体，一温度として取り扱う，平衡モデルであるが，水蒸気の相変化を考慮したものである．円柱周りの流れに関し

て，ミストの発生の影響を実験結果と比較して定性的に一致することが示された．また，特に低速流れであること

から，非定常前処理法によって計算効率が大幅に改善され，実験と同程度の低 Re数の解析も行えるようになっ

た．現在は実験と全く同じ条件での解析を行っている．

Ⅱ−2−h−47

超音速燃焼器における着火の数値シミュレーションの研究

助教授 坪井伸幸 埼玉大学・工学部 小原哲郎

再使用型宇宙輸送機でも検討されている超音速燃焼器に関する数値シミュレーションを行っている．この研究

は，埼玉大学で実験が詳細に行われており，それに対応した数値シミュレーションを行うことで超音速流中の詳細

な混合・燃焼反応の状態を把握することを目的とする．予備的な解析を行っている段階であるが，バックステップ

後方で噴射される水素燃料の混合・着火が，バックステップ高さにより大きな影響を受けることが示された．今後

は，実験条件に一致させた数値シミュレーションにより，詳細な流れ場を把握することを想定している．

Ⅱ−2−h−48

高速落下飛翔体の空力特性に関する数値シミュレーションの研究

助教授 坪井伸幸 助教授 澤井秀次郎 助教授 山川 宏

横浜国大・工学部 宮路幸二 助 手 小林弘明 助教授 橋本樹明

助 手 藤田和央 総合技術研究本部プロジェクト研究員 小島孝之

高速飛翔する機体一般のための数値シミュレーションの一例として微小重力実験機について行った．本年度は，

機体の構造設計に必要な超音速飛行時の表面圧力を算出し，翼から発生した衝撃波が胴体表面圧力に与える影響を

把握した．現在は，様々なマッハ数，迎角に対する解析や，翼が変角した場合の解析をおこなっている最中である．

将来的には，エアブリージングエンジン付き形態についての解析もおこない，空気取入口や排気ノズルの影響を評

価する予定である．
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Ⅱ−2−h−49

固体ロケットモーター内部流の数値解析

助教授 坪井伸幸 助 手 大山 聖 助 手 野中 聡

助教授 高木亮治 助教授 小川博之 助教授 嶋田 徹

固体ロケットモーターエロージョンタスクフォースの一環として，ノズル内部流れの解析をおこなった．本年度

は，（�）スロート下流の平均段差後流の縦渦対における格子解像度の影響（SRB−A），（�）ラジエーションシー
ルダ不整の影響（SRB−A２，M２５），（�）光芒の影響（SRB−A２，M２５）に関して，流動特性，壁面への流体力学
的負荷（壁面加熱率など）を調べた．（�）に関しては，平均段差後流の流れ場中に，剥離・再付着に伴う縦渦対
が発生しており，これが局所的な熱流束の上昇に寄与していることが明確に把握できた．また一定の格子解像度以

上であればその縦渦対の数は固定されることが示された．（�）に関しては，ラジエーションシールダ不整の影響
がノズルスロート下流にできた平均段差下流に与える影響がみられ，熱流束を増加させることが示された．（�）
に関しては，ラジエーションシールダ付近やスロート下流の熱流束の増加に寄与していることが示された．そして

光芒がほぼなくなった場合，局所的な熱流束の増加が見られなくなっていることも示された．今後は SRB−Aにお

ける光芒，ラジエーションシールダの影響や，局所エロージョン発生メカニズムを探るためにノズルの表面後退現

象を考慮した準定常解析を行っていきたい．

Ⅱ−2−h−50

実用固体推進薬充填 A１の燃焼挙動に関する研究

助 手 羽生宏人 助教授 嶋田 徹

改良型 QPCB（Quenched Particle Collection Bomb）を用いて，各種実用コンポジット推進薬について充填 Alの推

薬燃焼表面からモータ・フリーポート内に至る燃焼進行過程と最終粒径分布の距離依存性を調査する実験研究を進

めた．捕集粒子の粒度分布解析について，試料採取方法および解析前処理方法における検討課題が見出され，実験

条件と解析データの相関について検討を進めている．

Ⅱ−2−h−51

固体推進薬火炎の可視化技術に関する研究

助 手 羽生宏人 大学院学生 佐竹正明

高輝度広帯域低残像特性素子搭載カメラを用いて，実用圧力域におけるコンポジット推薬の燃焼表面とその近傍

における A１の燃焼挙動の光学的観測を行い，蓄積・焼結・集塊・着火・離脱と進む燃焼の詳細過程を観察した．

赤外領域における観測条件について，光学フィルタの設計に関する知見を得たことにより，推進薬火炎に類似する

高輝度条件下の可視化条件を見出した．

Ⅱ−2−h−52

N２O／エタノール触媒点火器の研究

助 手 羽生宏人 技術開発部 八木下剛 大学院学生 佐竹正明

助 手 徳留真一郎 大学院学生 勝身俊之 大学院学生 和田 豊

N２O／エタノールを利用した推進系の要素技術として N２O分解触媒を用いた点火器の研究開発を行っている．こ

れまで触媒担体については外部過熱方式を採用していたが，現在は触媒部分を直接加熱する内部加熱方式に変更

し，加熱条件をパラメタに N２O分解特性を検討している．分解特性の把握に引き続き，エタノールを導入するこ

とで点火器の機能確認試験を実施する計画である．
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Ⅱ−2−h−53

マイクロスラスタ用固体推進薬の燃焼特性に関する研究

助 手 羽生宏人 助 手 三田 信

超小型衛星用推進系の研究として，構造が単純なφ２mmクラスのマイクロスラスタの開発に取り組んでいる．

固体推進薬はスケールが小さくなると，推進薬の燃焼化学反応が完結し難くなり，所定の性能を発揮させることが

困難になる．推進薬の組成を改良し，微小空間における推薬燃焼効率を高める狙いで，高燃焼効率合金のマグナリ

ウム，高エネルギー物質の GAPなどを適用した新たな推薬組成を検討し，着火燃焼特性および性能向上を目指し

ている．

今年度は推進薬組成の検討と着火特性を把握し，少量の起爆薬を用いて発火確認試験を実施した．点火薬を用い

ず，少量の起爆薬で上記 GAP系コンポジット推進薬の着火・燃焼を確認するに至った．今後は構造高度の改善に

取り組む計画である．

Ⅱ−2−h−54

GAP／AN／MgAl系固体推進薬の研究

助 手 羽生宏人

低公害推進薬組成構築のため，酸化剤に硝酸アンモニウム（AN）を用いた固体推進薬の研究を進めている．AN

系固体推進薬は，一般に燃焼性能が低い．そのため，当該推進薬には性能向上を狙ってバインダに高エネルギー物

質の GAP，金属燃料にマグナリウムを適用した．組成を調整することで，理論上，断熱火炎温度１６００～３３００K，Isp

２１０～２８０s（＠５MPa，Ae／At＝８）の広範囲な性能を持つ推進薬となることが期待される．燃焼特性に関する検討

の結果，燃焼速度が２～８mm／sまで改善されることを実験的に明らかにした．今後，ミッション要求に合う新規

組成を策定することにより，ガスジェネレータへの応用を検討している．

Ⅱ−2−h−55

惑星再突入飛行環境の空力加熱・輻射加熱評価技術の研究

助 手 藤田和央

将来の惑星探査技術の向上を図るプログラムが進行しているが，その一環として特に空力加熱評価技術の向上を

図るために，金星，地球，及び火星を主たる対象とし，熱防御材 CFRPのアブレーションを考慮した流れ場，及び

輻射場の研究を行っている．流れ場の解析では３０化学種を考慮した熱的非平衡状態を取り扱えるような解析技術の

向上と，各物理的素過程モデルの検証と改善を行っている．輻射場の解析では従来の輻射解析コードに大幅な改善

を加えた SPRADIAN２を開発し，解析精度向上，惑星大気への拡張とデータベースの改善，流れ場との連成解析技

術の向上などを図っている．

Ⅱ−2−h−56

量子化学・分子動力学的手法による分子緩和・解離過程のマクロモデル化の研究

助 手 藤田和央

有大気惑星再突入環境の加熱環境の評価に供する既存のモデルには幾つかの不確実性があり，これを改善するた

めには微視的過程を考慮する必要がある．これを実現するため量子化学的な手法により分子間ポテンシャルを決定

し，分子間衝突を半古典的軌道法（QCT法）により解析して統計的に処理することで，新しいマクロモデルを開

発する試みを行っている．本研究では特に QCT法を DSMC法と連成させた DSMC−QCT hybrid法を開発して窒素

分子の回転・振動・解離連成過程の解析し，マクロモデルの改善を行っている．
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Ⅱ−2−h−57

プラズマ流とサブスケール磁場の非 MHD的相互作用の研究

助 手 藤田和央

先進的宇宙推進システムとして磁気セイル・磁気プラズマセイルの研究が行われているが，工学的な立場からは

実現できる磁場のスケールには限りがあり，有限ラーマ半径効果が顕著となる非MHD領域での運用が現実的であ

る．本研究では磁気プラズマセイル研究の要素技術の一つとして，有限ラーマ半径効果が顕著となる電磁流体相互

作用を PIC法及び hybrid PIC法で解析する技術の向上するための研究を行っている．

Ⅱ−2−h−58

展開型高速飛翔体に関する研究

教 授 安部隆士 招聘研究員 佐藤俊逸

惑星探査に用いられる大気突入フローブや回収システムでは，展開型柔軟構造にすることにより，収納性をあげ

ることが可能である．一方，空力性能も保持する必要があり，バルートシステムを含むさまざまなシステムを検討

している．その一つとして，展開型の柔軟なシェル構造によるWave Rider機システムを検討対象とし，その空気

力学的安定性や構造強度を把握するため，主に風洞施設を用いての研究を進めた．

Ⅱ−2−h−59

展開型柔軟構造を有する再突入減速体の大気球による飛行実験

教 授 安部隆士 特別共同利用研究員 若月一彦

大学院学生 佐藤英司 東京大学大学院 工学系研究科 鈴木宏二郎

特別共同利用研究員 堤 裕樹 九州大学大学院 工学研究院 櫻井 晃

惑星探査に用いられる大気突入フローブでは，超音速領域での効率的な減速が必要となる．それを可能とするシ

ステムとして，展開形の柔軟なシェル構造を有した飛行体の実飛行環境に於ける挙動を把握するため，大気球を用

いた自由落下飛行試験を行った．飛行は予定通り行われ，飛行データの取得もほぼ完全に行われた．これにより，

初期の目的であった機体の健全性の実証に成功している．また，飛行データの解析により，機体の飛行特性の把握

も進められている．

Ⅱ−2−h−60

観測ロケット用回収システムの検討

教 授 安部隆士 特別共同利用研究員 堤 裕樹 東京大学大学院 工学系研究科 鈴木宏二郎

大学院学生 佐藤英司 特別共同利用研究員 若月一彦

観測ロケットからの回収システムとして，展開型柔軟構造によるシステムの検討を行い，従来のシステムに対し

て優位であることを示した．今年度は，大気球を用いたシステムの飛行実験を実施し，実証に成功している．今後

は，試作検討を行うと同時に，このシステムの開発の一環として，小規模の実証実験について検討を行う．

Ⅱ−2−h−61

分子動力学法における不可逆過程の理論的研究

教 授 安部隆士 大学院学生 小松信義

多数の分子原子からなる系の性質を調べるために分子動力学法が開発され，多大の成果をもたらしている．この

ような多数の分子原子からなる系の不可逆的過程は，実物理現象としては逆過程は存在しないものの，分子動力学

法の基礎となる分子原子の運動を支配する方程式つまり古典的運動方程式では，原理的には逆過程を許容してい

る．現実の分子動力学法では，逆過程が存在せず，その理由は避けられない数値的打ち切り誤差のためであること

を示すとともに，数値的な誤差が非可逆過程を生み出すプロセスについて厳密な評価をおこなった．
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Ⅱ−2−h−62

MD法によるクラスタ生成過程

教 授 安部隆士 大学院学生 小松信義

クラスタは，新たなナノデバイスを構成する要素として，注目されているものであるが，その物性等について

は，まだ，十分理解されていない．この研究では，MD法を用いたシミュレーションにより，クラスタの生成過程

を再現し，特にナノクラスタの性質を明らかにした．特に，ナノクラスタの３重点との関わりを明確にしている．

Ⅱ−2−h−63

MD法による流体シミュレーションとその限界

教 授 安部隆士 大学院学生 小松信義

Molecular Dynamicsシミュレーション法は，多数の粒子群の力学に基づいて，粒子全体の振る舞いを求める方法

であり，粒子群全体の流体運動を表現することも可能である．しかしながら，流体としての運動を記述するために

は，流体運動における不可逆性を満足する必要があるのに対して，MD法は原理的に可逆であり，MD法による流

体運動のシミュレーションの問題点であった．この研究では，計算機上で実現されるシミュレーションでは事実上

MD法は非可逆となり，MD法による流体運動のシミュレーションが事実上可能であることを実証的に示し，併せ

て，そのメカニズムも示すことに成功した．

Ⅱ−2−h−64

最終段モータの残留推力に関わるプルームによる衛星の汚染

教 授 安部隆士 大学院学生 榎 友謹

衛星を最終軌道に投入するために用いられるモータを切り離す際，その残留推力プルームによる衛星の汚染の度

合いを明確にすることを目的とし，シミュレーション実験を実施した．残留推力プルームは，固体モータの内張に

用いられる断熱材の熱分解によるが，それを模擬する装置の開発を行い，大型真空チャンバーにおいて，発生する

プルームの観察，および，汚染の定量化を行った．プルームは，熱分解ガスの膨張により生じ，さらに，過冷却に

ともない，凝縮相も含むいわゆる２相流となっていることが判明した．また，汚染は，熱分解ガスで生じる軽微な

ものと，凝縮相による重度なものとに識別されることが判明している．汚染の定量化の詳細は，次年度の課題であ

る．

Ⅱ−2−h−65

「USERS」再突入飛行体を用いた輻射計測実験

教 授 安部隆士 助 手 藤田和央

惑星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る．そのため実飛行環境で，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）が開発し，運用を進めてい

る「USERS」再突入飛行体を用いて，そのような輻射分光測定を行った．機体の回収とともに，実験データの回

収が行われ，貴重なデータが得られている．また，データの解析を行い，実飛行環境下での高温大気輻射を明らか

にした．

Ⅱ−2−h−66

木星等外惑星大気突入に関わる熱空気力学の把握

教 授 安部隆士 大学院学生 松田 淳

先年，木星大気に突入したガリレオプローブでは，機体の熱的損耗について行われた計測が，いくつかの不明な

点を課題として残している．その一つは，その原因が，損耗をもたらす，空気力学加熱量の課題な見積もりである
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可能性を示している．これを明確にするために，見積もりの基礎となった衝撃加熱される水素ガスの熱空気力学的

挙動に関する実験について検討を行い，再実験の必要性を確認している．そのため，再実験の準備を行い，次年度

に実験を実施する．この実験から，空気力学的加熱量の見積もりの見直しが可能となり，飛行体の熱防御システム

の軽量化に寄与することが期待される．水素は外惑星大気の主成分であり，外惑星に突入する機体の軽量化に寄与

することになる．

Ⅱ−2−h−67

電磁力による空力加熱低減に関する研究

教 授 安部隆士 特別共同利用研究員 若月一彦 静岡大学工学部 助手 大津広隆

大学院学生 滝澤勇二 招聘研究員 佐藤俊逸

惑星大気に再突入する宇宙機にとって空力加熱の低減は鍵となる技術である．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的とする．このため，高エンタルピー流れの中に置かれたモ

デル前方の温度場を分光学的手法により計測し，磁場の効果を把握した．モデル前部に配置された磁場の効果によ

り，衝撃波の位置がさらに前方に移動する効果を見いだしている．また，実験と併行して，数値解析を行い，地球

低軌道からの再突入飛行体についてその効果を確認した．その際，ホール効果など，物理モデルの精密化を行って

いる．

Ⅱ−2−h−68

電磁効果による高エンタルピー流れの制御に関する研究

教 授 安部隆士 大学院学生 佐藤英司 招聘研究員 佐藤俊逸

宇宙往還機など高層大気を高速で飛行する機体では，局所加熱の低減など，局所的に流れを制御する必要があ

る．このような制御手法として，局所放電などの電磁効果のよる方法の有効性を見いだすことを目的に実験的研究

を進めている．今年度は，予備実験として，装置内で生成可能な放電とそれがもたらす効果について検討した．

Ⅱ−2−h−69

火星探査用のロータークラフトに関する検討

教 授 安部隆士 大学院学生 都築範明 招聘研究員 佐藤俊逸

火星など希薄な大気を有する惑星探査への応用を目指し，ローターの空力特性を把握することを目的として，実

験的に把握する手法について研究を行った．そのような大気でロータを作動させる際，低レイノルズ数，中マッハ

数の流れでのロータ性能を把握する必要がある．この研究では，そのようなロータ性能の把握が実験的に可能であ

ることを示した．さらに高能率のロータの開発を目指すとともに，そのようなローターを有した飛翔体による惑星

探査の可能性を検討する．

Ⅱ−2−h−70

太陽風シミュレータの開発

助教授 船木一幸 技術職員 清水幸夫 筑波大学大学院 小嶋秀典

助教授 山川 宏 教 授 安部隆士 東京農工大 教授 都木恭一郎

助教授 小川博之 筑波大学大学院 南 翼

地球磁気圏と太陽風の干渉や，将来型宇宙推進として期待される磁気セイルと太陽風の干渉，そして，将来型輸

送システムの一つとして注目されるエアロキャプチャーなどを実験的に評価するため，電磁流体加速型プラズマ風

洞の開発を進めている．高速高密度プラズマジェットを生成するために必要なパルス形成ネットワーク（PFN）型

コンデンサバンクの新規開発，ならびに，アーク放電型プラズマ源の新規開発を行なった．
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Ⅱ−2−h−71

宇宙飛翔体環境プラズマシミュレータの開発

助教授 船木一幸 京大・宙空電波研究センター 臼井英之 国立極地研究所 岡田雅樹

助教授 國中 均 防衛大 中山宜典

アクティブにプラズマを噴射する宇宙機周囲のプラズマ環境については，未だ不明な点が多い．このような宇宙

機の帯電・放電過程を定量的に評価する目的で，地上実験シミュレータの開発を進めている．真空チャンバ内の限

られた空間にて宇宙機周囲のプラズマ環境を模擬するため，超小型の電子源ならびにイオン源を開発してその特性

を評価した．また，これらのプラズマ源を，宇宙機を模擬した電気的に孤立した構体へ搭載して，プラズマ噴射時

の構体の非定常な帯電・放電過程を模擬する事に成功した．こうした実験装置の開発と並行して，宇宙機周囲プラ

ズマと宇宙機の応答を同時評価可能な数値解析パッケージの開発を進めている．

Ⅱ−2−h−72

遺伝的アルゴリズムによる宇宙機設計の最適化

助教授 船木一幸 日大 石川芳男

宇宙探査機のシステムや推進系を統合的に最適化するソフトウエアの開発を進めている．本年度は，非常に多く

の制御パラタを含んだ系を最適化する手法として注目されている遺伝的アルゴリズムと経路積分法を利用して，１）

将来型推進システムを使ったミッションの最適化，２）将来型推進システムの最適化，の２つについて解析プログ

ラムの基礎開発を行った．今後は，各プログラムの実問題への適用検討と，探査機システム全体を統合した最適化

解析システムの検討を行っていく．

Ⅱ−2−h−73

固体ロケットモータ内部混相流の数値解析に関する研究

助教授 嶋田 徹 ㈱アイ・エイチ・アイ・エアロスペース 関野展弘

固体ロケットモータ（SRM）内部混相流の数値解析のためのオイラー－ラグランジュ・ハイブリッドスキーム

を開発した．本スキームでは，化学平衡気体とアルミナ微粒子（煙）を連続相としてオイラー記述により扱い，同

時に大粒径のアルミ／アルミナ粒子は燃焼と粒子崩壊の現象論的モデルを使って，ラグランジュ記述によって扱

う．さらに固体推進薬表面での粒子径分布を対数正規及びバイモーダル分布で与えることで SRM内部混相流をよ

り現実的に模擬することが可能となった．また，粒子崩壊過程を模擬することで，より妥当なノズル出口での粒子

サイズ分布が得られること，粒子飛翔中の燃焼を模擬することで，チャンバー内燃焼ガスの温度分布の非一様性の

効果を捉えられることを確認した．

Ⅱ−2−h−74

固体推進薬の着火現象の数値解析法の研究

助教授 嶋田 徹 ロシア科学アカデミー化学物理研究所 Boris Novozhilov

固体推進薬内熱伝導，表面反応，周囲気相の流動及び反応を考慮した一次元非定常燃焼流の数学モデルに対し

て，界面捕捉アルゴリズム（Interface Capturing Algorithm）を含む固相－気相統合解析手法を開発し，前年度行っ

た座標変換を用いた数値解析結果と比較し，手法の基本的な有効性を確認した．

Ⅱ−2−h−75

固体ロケットの燃焼安定性解析への数値流体力学技術の適用

東海大学 教授 判澤正久 特別共同利用研究員 加藤崇資

東海大学 非常勤講師 森田貴和 特別共同利用研究員 吉川 峻

助教授 嶋田 徹

固体ロケットモータ内の音響定在波の安定性を，１次元非定常圧縮性（非線型）オイラー方程式と推進薬内部の
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非定常熱伝導方程式を統合した数値解析によって評価し，線形近似解と比較してマッハ数の効果などを評価しつ

つ，格子解像度依存性，時間積分精度の依存性などを評価して，手法の妥当性を確認した．また，SRMにおける

低周波数（バルクモード）燃焼不安定性を同手法を適用して解析し，L＊バーナー方程式によって得られる近似解

と比較し，本解析手法の妥当性を確認した．

Ⅱ−2−h−76

炭化アブレータの表面後退現象に関する研究

助教授 嶋田 徹 特別共同利用研究員 加藤崇資 特別共同利用研究員 吉川 峻

ロケットノズル用炭化アブレータの表面後退現象の要因と応答，さらに関連する流体力学現象について，１９６０～

７０年代の文献から知識を収集・整理することを試み，次の知見を得た．

比較的穏やかな環境下では，炭化アブレータもグラファイトと同様に，主として化学的腐食による表面後退が進

行するが，剪断力などの環境が厳しくなると，化学的腐食の５０％程度のバラつき幅で表面浸食効果が重畳される．

インレット部での数十ミクロンの液滴の衝突による摩滅或いは腐食は，推進薬グレイン形状と粒子径分布に大きく

左右される．ベル型ノズルのターンバック角が大きい場合，開口部の高開口比部分に数ミクロンの粒子による摩滅

が発生する．炭化層が熱応力破壊すると，内外機械力によってスポレーション（剥落）が起き，化学的腐食の２倍

程度の表面後退率増加を示すこともある．ノズル開口部の低開口比部分に異常なエロージョンが現れることがあ

り，その原因としてスポレーションや流体力学現象が関連している可能性が高い．後者については，超音速乱流が

後ろ向き段差で剥離・再付着し，その下流に発生する流れ方向の渦が関与し，それらによる筋状のアブレーション

（ストライエーション）の形成と，表面粗さの増幅と超音速流の干渉が，さらにアブレーションの局在化を進める

ものと考えられる．

Ⅱ−2−h−77

推進薬スラリ注型挙動の３次元動的 X線 CT可視化手法の研究

助教授 嶋田 徹 東京大学 教授 岡本孝司

助 手 羽生宏人

固体推進薬は酸化剤や金属燃料粒子がバインダー／燃料となるポリマーと混ぜ合わさったスラリの状態でモータ

チャンバーに充填（注型）される．本研究では注型を模擬した供試体（容器，模擬推進薬，マーカー粒子）をター

ンテーブルで回転させ，刻々の X線透過量をフラットパネルで取得し，その後データ処理により３次元流動の可

視化を行うとともに，マーカー粒子により内部流れの３次元速度場の評価を試み，本可視化手法の適用性を確認し

た．

Ⅱ−2−h−78

先進的推進系の研究

助教授 嶋田 徹 助 手 徳留真一郎 助 手 藤田和央

助教授 堀 恵一 助 手 羽生宏人

（１）高性能・低公害固体ロケット（AP／HTPB／マグナリウム固体推進薬）の研究（羽生）

アルミニウム（Al）とマグナリウム（Mg／Al）を混和させることが Al集塊粒子の燃焼効率に及ぼす効果を

評価し，集塊粒子の粒度分布に影響を及ぼす添加割合の範囲を特定した．添加割合と推進薬の機械特性の相関

について評価し，上記燃焼効率改善の結果と総合して最適なMg／Al添加量を求めた．

（２）GAP（Glycidyl Azide Polymer）系ガスハイブリッドロケットの研究（堀）

GAPの燃焼速度領域の拡大（制御）を目的として，添加物の効果を評価し，添加物の選定によって通常の

内面燃焼型グレイン対応の燃焼速度領域をすべてカバーできることがわかった．また，機械的物性もガス発生

器用燃料として十分な性能を持つことが判明した．

（３）二段燃焼型ハイブリッドロケット（SCHR）の研究（藤田）
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二段燃焼型ハイブリッドロケット（SCHR）の燃焼機構及び技術的問題点を明らかにし，SCHRの実現可能

性を評価するため，２００３年度に行った燃焼試験結果に基づいて一次燃焼過程の数値モデルを開発した．また燃

焼試験で問題となった幾つかの技術的な問題点について解決策を検討し，これらの検討に基づいて新たな燃焼

試験を計画した．

（４）N２O／エタノール液体ロケットの研究（徳留）

推力４００～７００N級小型ロケットエンジンの開発用として２００３年度から製作している「小規模多目的液体ロ

ケット推進剤供給設備」を用いて，昨年度試作したインジェクタによる燃焼試験を実施し技術上の問題点を抽

出した．燃焼試験の結果を反映して，７００N級燃焼器を製作，さらに２kN級燃焼器の設計検討を行った．

Ⅱ−2−h−79

固体ロケットノズルの局所エロージョン現象の研究

助教授 嶋田 徹 助 手 藤田和央 助 手 野中 聡

助教授 小川博之 助 手 徳留真一郎 助 手 羽生宏人

助教授 坪井伸幸 助 手 山田哲哉 助 手 大山 聖

助教授 高木亮治 助 手 後藤 健

SRB−AやM−２５のような高圧燃焼の固体モータのノズルにおける流体力学現象及びノズル断熱材の焼損現象に

ついて研究し，SRB−Aに現れたような局所エロージョンのメカニズムを解明することを目的としている．本研究

は JAXAタスクフォースの活動の一環をなすものである．

（１）ノズル内部流れの解析（小川，高木，坪井，野中，大山）

本年度は，（�）スロート下流の平均段差後流の縦渦対における格子解像度の影響，（�）ラジエーション
シールダ不整の影響，（�）光芒の影響，（�）局所的な溝の形状の影響に関して，流動特性，壁面への流体力
学的負荷（壁面加熱率など）を調べた．（�）に関しては，平均段差後流の流れ場中に，剥離・再付着に伴う
対の縦渦が発生しており，これが局所的な熱流束の上昇に寄与していることが明確に把握でき，また一定の格

子解像度以上であればその縦渦対の数は固定されることが示された．（�）に関しては，ラジエーションシー
ルダ不整の影響が平均段差下流に与える影響がみられ，熱流束を増加させることが示された．（�）に関して
は，ラジエーションシールダ付近やスロート下流の熱流束の増加に寄与していることが示された．そして光芒

がほぼなくなった場合，局所的な熱流束の増加が見られなくなっていることも示された．（�）に関しては，
溝断面形状の縦横比および形状サイズをパラメータとして，局所的な加熱率増加度のパラメータ依存性を評価

した．これによって，溝成長のモデルの妥当性を確認した．解析は（�）－（�）を坪井が，（�）を高木が，ま
た結果の議論は流体班で，最後のまとめは小川がおこなった．

（２）ノズル用断熱材の化学的腐食特性の評価（徳留，羽生）

高圧 GH２／GO２ガスジェネレータを利用した試験システムを構築した．当該システムは，熱流束および水蒸

気モル分圧のレベルで，実機大型固体モータのノズル開口部に相当する環境を作り出すことができる．本年度

は，限られた条件ながら水蒸気分圧およびノズル開口部ライナ材積層角がエロージョン率に及ぼす影響を組織

的に調査した結果，実機モータの地上燃焼試験で取得された相関に極めて近い結果が得られた．併せて CMOS

カメラによるエロージョン面の表面観察を行った結果，現象を理解する上で有用な光学データが得られた．な

お本実験は，宇宙科学研究本部技術開発部の八木下剛，徳永好志，鈴木直洋が担当した．

（３）高輝度特殊環境下における可視化画像取得技術の研究（羽生）

本研究で用いる高輝度広帯域カメラは，一般的な CCDカメラでは撮影困難な高輝度条件でも対応可能な性

能を有している．当該光学システムの特性を生かし，本年度はノズル開口部ライナ材の焼損特性試験や実機大

固体ロケットモータの地上燃焼試験における可視化画像取得を目指した．実機大地上燃焼試験では，装置全体

を燃焼時に発生する振動や温度負荷に耐えるシステムに改修し，専用に設計した光学フィルタを適用すること

で所定の画像データ取得に至った．今後の課題は当該システムの解像度に基づいた撮影条件の最適化を図るこ

とにある．光学実験は宇宙科学研究本部の内田祐武が担当した．
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（４）ノズルアブレータの剥離に関する研究（後藤，山田）

ノズルアブレータの剥離を発生させる原因として，熱歪み，内部の熱分解圧力をあげ，これらの効果を解析

的，実験的に解析し，検討を進めている．

（５）高温気球中におけるアルミナ粒子のアブレーションに関する研究（山田）

固体ロケット内のアルミナ粒子によるノズル壁の損耗を定量化する一環としてアーク加熱気流中にアルミナ

粒子を噴射衝突されることでそれを模擬し，データ取得を行っている．

（６）化学・機械連成エロージョンモデルの開発と改善（藤田）

従来主たる要因として考えられてきた化学的エロージョンに加え，カーボン繊維とレジンの化学損耗レート

の差異と繊維の機械的損失を考慮した連成モデルを開発し，これを自己無頓着に解くアブレーションコードを

開発した．幾つかのパラメータについては地上燃焼試験結果を用いてチューニングを施し，ノズル内エロー

ジョンの最確値，最悪値の評価手法を開発した．また流体班が行った溝部の解析結果を利用して半経験的な溝

生成モデルを開発し，これを用いて溝の成長過程を非定常に解く局所エロージョン解析を可能とした．本解析

結果は実機ノズル設計改善の一指標として利用されている．

Ⅱ−2−h−80

MEMS技術を応用したマイクロ固体ロケットアレイスラスタの研究開発

助 手 羽生宏人 東北大学大学院工学研究科 助教授 田中秀治 開発員 鈴木直洋

助 手 徳留真一郎 東北大学大学院工学研究科 大学院学生 近藤一行 開発員 長谷川克也

助教授 堀 恵一 東北大学大学院工学研究科 教授 江刺正喜 開発員 荒川 聡

教 授 齋藤宏文 開発員 八木下剛

質量１～１０kg級の超小型衛星（マイクロ衛星）の軌道制御，姿勢制御のため，インパルスビット１mNsオーダ

の微小な固体ロケット要素を多数配列したマイクロ固体ロケットアレイの開発を進めている．本年度は，昨年度顕

在化した推進薬着火燃焼に関る課題の解決のためスラスタ要素ノズル形状の改良，新しい推進薬候補の選定および

改良型モデルの設計検討を進めた．

Ⅱ−2−h−81

M−V−６号機上段モータ残留加速度計測装置の開発

助 手 徳留真一郎 開発員 志田真樹

M−V型ロケット上段モータの残留内圧／推力特性の理解は，燃焼終了後の分離シーケンス策定，固体モータ排

出ガスによるペイロード機器汚染の評価において重要である．従来，残留内圧の測定および衛星搭載精密加速度計

による限られた時間での残留加速度の測定によって得られた情報を基に予測評価を行ってきたが，データベースの

補強を図るべく，M−V−６号機では第３段機器搭載部に専用の高感度加速度計測装置を搭載して，ほぼ時間制限無

しで高確度の残留加速度測定を行う計画である．また残留内圧の高精度測定も併せて実施する．本年度は，当該加

速度計測装置＝RAMSの製作と機能試験（感度特性試験，環境試験）を行い，装置本体をM−V−６号機第３段機

器搭載部へ装備した．

Ⅱ−2−h−82

小規模多目的液体ロケットエンジン試験設備の開発

助 手 徳留真一郎 開発員 八木下剛 開発員 徳永好志

助 手 成尾芳博 開発員 鈴木直洋 開発員 志田真樹

開発員 安田誠一 開発員 荒川 聡

宇宙科学研究本部の推進系担当グループでは，将来型再使用輸送系の実現へ向けて，液体推進系に関る諸課題へ

の取組みを開始している．特に LOX／LH２推進系の信頼性・耐久性の向上あるいはその評価を目的とした小規模試

験，また完全無毒の貯蔵性液体推進系の開発に関る推進系要素の開発試験を行う目的で，小規模の試験設備＝小規
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模多目的液体ロケット推進剤供給設備を内作してきた．昨年度実施の LOX／LH２エンジン噴射器要素耐久性評価試

験向けの形態に続き，本年度は N２O／エタノール推進系の噴射器要素試験のための設備形態を完成させて燃焼試験

を実施した．試験の結果は良好で，多目的液体ロケット推進剤供給設備としての機能を十分に果たした．

Ⅱ−2−h−83

完全再使用 LOX／LH２エンジン噴射器の耐久性評価試験

助 手 徳留真一郎 開発員 八木下剛 開発員 富澤利夫

助 手 成尾芳博 開発員 鈴木直洋 開発員 志田真樹

助 手 野中 聡 開発員 徳永好志 開発員 荒川 聡

迅速な繰返し運用が可能な LOX／LH２推進系の構築を目指す活動の一環として，エンジンコンポーネントの信頼

性・耐久性の向上を目的とした電鋳技術による高耐久性燃焼器および噴射器要素の開発を行っている．すでに宇宙

科学研究本部の再使用ロケット実験機に試作エンジン要素として搭載され，地上燃焼試験，離着陸飛行試験で延べ

２０回程度の起動停止を経験しているが，耐久性の評価に十分な試験回数を稼ぐことは甚だ困難であった．そこで，

噴射器要素を機体システムから切離し，上記エンジンの１／２０スケールのガスジェネレータに組み込んだ形態で耐久

性評価試験を実施している．昨年度から本年度初頭にかけて，合計１０８回の起動停止を繰返しており，これまでの

ところ健全性は損なわれていない．今後，１０００回オーダの起動停止回数を目指して試験を続行する構えである．

Ⅱ−2−h−84

水素エネルギーを利用した輸送系基盤技術の一般化に関する検討

助 手 徳留真一郎 助 手 成尾芳博 教 授 稲谷芳文

将来におけるエネルギー問題解決の切り札として水素燃料の活用が提案されている．従来，宇宙業界と他業界と

の積極的な連携はほとんど見られないが，今後，宇宙利用の促進を図る上で，インフラストラクチャの共有など，

宇宙技術の一般化を進めることには大きな意義があると考えている．本年度は，昨年度に引き続き主に自動車業界

の水素利用技術関連グループとの間で水素エネルギーの利用に関る一般的な技術課題について意見交換を行い，連

携の強化を提案した．次年度以降，引き続き水素エネルギーの利用をキーワードにした繰り返し運用技術の研究開

発を進めていく．

Ⅱ−2−h−85

ロケット複合サイクル推進系の研究

助 手 徳留真一郎 助 手 野中 聡

総合技術研究本部 複合推進研究グループ 主任研究員 苅田丈士 開発員 入門朋子

総合技術研究本部 複合推進研究グループ 主任研究員 谷香一郎

将来型宇宙往還輸送システム成立の鍵となるロケット複合サイクル推進系の研究を進めている．２００３年度より，

地上静止状態から遷音速飛翔領域でのエンジン空気取入口性能に関する諸特性データの取得を目的として，総合技

術研究本部複合推進研究グループと共同で実験研究を開始している．本年度は，複合推進研究グループ主体でマッ

ハ０．３～１．４の条件で空気取入口形状，模擬ロケットエンジン排気流総圧をパラメータとした風洞試験を行い，最適

な空気取入口形状の設計指針について重要な知見を得た．今後，宇宙科学研究本部におけるエジェクタ－ロケット

モードの燃焼実験などを通じて連携を強化する．

Ⅱ−2−h−86

N２O／エタノール推進系を利用した飛翔機体システムの研究開発

助 手 徳留真一郎 教 授 川口淳一郎 開発員 安田誠一

助 手 羽生宏人 大学院学生 山本高行 開発員 鈴木直洋

助教授 嶋田 徹 開発員 八木下剛 開発員 徳永好志
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空気吸込みエンジン飛翔実験機体の構築，上段用無毒貯蔵性液体推進系の構築を目指して運用性に優れた N２O

（亜酸化窒素）／エタノール推進系の研究開発を行っている．本年度は，本格的なエンジン設計のための基礎デー

タを取得する目的で，７００N級規模のガスジェネレータを製作してエンジン噴射器の試作試験を実施した．その結

果，常温／低温 N２Oの運用特性，エンジン燃焼性能，噴射器設計と燃焼安定性の相関について重要な情報を得る

ことができた．また機体システムについても設計検討を進め，モックアップ製作による艤装性検討や風試模型によ

る空力データの取得などを行った．

Ⅱ−2−h−87

LOX／LH２推進系の統合化へ向けた GH２／GO２－RCSの実用化研究

助 手 徳留真一郎 開発員 八木下剛

助 手 成尾芳博 開発員 鈴木直洋

教 授 稲谷芳文 総合技術研究本部 将来宇宙輸送系研究センター 主任研究員 田口秀之

開発員 志田真樹

宇宙科学研究本部の再使用ロケット実験班では，迅速な繰返し運用を実現するための鍵となる LOX／LH２推進系

の統合化へ向けた課題への取組みを開始している．本年度は，主推進エンジンと推進剤を共通化した GH２／GO２－

RCSについてスラスタ要素の試作試験を実施した．当該スラスタ要素は，総ステンレス製の低コスト噴射器，セ

ラミック基複合材＝CMC燃焼器，市販の推薬バルブで構成され，点火はスパークプラグで行うものである．試験

の結果，噴射器の機能は正常で耐熱性の高い CMC燃焼器のシステム適合性を確認した．また小推力スラスタや点

火システムへの適用を目指した触媒燃焼方式の要素についても引き続き検討を進め，試作燃焼試験を実施した．

Ⅱ−2−h−88

固体ロケットノズル耐・断熱材の化学的焼損特性の評価に関する実験研究

助 手 徳留真一郎 助教授 嶋田 徹 開発員 徳永好志

助 手 羽生宏人 開発員 八木下剛 開発員 鈴木直洋

ノズル開口部ライナ材の化学的エロージョン特性を取得する目的で，熱流束および水蒸気モル分圧のレベルで実

機固体モータのノズル開口部環境を模擬できる GH２／GO２ガスジェネレータを用いたエロージョン試験システムを

構築した．そして限られた試験条件の範囲ながら，水蒸気モル分圧およびノズル開口部ライナ材積層角がエロー

ジョン率に及ぼす影響を組織的に調査した結果，実機モータの地上燃焼試験で取得された相関に極めて近い結果を

得ることができた．併せて CMOSカメラによるエロージョン進行状況の可視化を試み，現象を理解する上で有用

な光学映像を取得した．

ｉ．宇宙構造・材料工学研究系

Ⅱ−2−i−1

飛翔体構造材料の強度と靭性に関する研究

助教授 佐藤英一 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．

Ⅱ−2−i−2

金属フォームの作製プロセスに関する研究

助 手 北薗幸一 大学院学生 神村信哉 教 授 栗林一彦

助教授 佐藤英一 大学院学生 菊池雄介
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