
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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金属マトリックス中に多数の気泡を有する金属フォームは，断熱，防音，衝撃吸収特性に優れた材料である．特

にフォームを用いることにより，剛性を保ったまま構造部材を大幅に軽量化できるため，航空宇宙用としての用途

が期待できる．本研究では，圧延接合プロセスを応用することにより，様々な金属フォームの作製し，その特性評

価を行っている．

Ⅱ−2−i−3

チタン合金の室温クリープ

助教授 佐藤英一 特別共同利用研究員 山田智康 東海大・工 神保 至

助 手 北薗幸一 特別共同利用研究員 田中寿宗

チタン合金は，比強度が高く耐食性に優れるため，衛星の燃料タンクや，締め付けボルトとして広く利用されて

いる．しかしながら最近，比較的小さな荷重域において，室温でクリープする現象が発見された．この原因を解明

するために，様々なチタン合金の機械的試験や電子顕微鏡による微細組織観察を行っている．得られた結果を設計

に反映することにより，機器全体の信頼性向上を目指している．

Ⅱ−2−i−4

脆性材料の破壊機構及び非破壊検査に関する研究

助教授 佐藤英一 特別共同利用研究員 宮田将晴 東海大・工 松下純一

大学院学生 塚田理之 教 授 栗林一彦 客員助教授 三原 毅

固体ロケットモータのノズルスロートインサート材料であるグラファイトに代表される脆性材料の破壊機構を理

解することは，機器の信頼性向上に不可欠である．我々は，多軸の応力を付加することが可能な試験機を用いて，

種々の脆性材料の機械的特性の評価を行っている．また加工前の素材の健全性を保証するための非破壊検査手法の

開発，研究も行っている．

Ⅱ−2−i−5

柔軟付属物を持つ衛星の制御モデルに関する研究

教 授 小松敬治

内部に動揺する液体や太陽電池パドル・放熱板などの柔軟構造物を持つ衛星の姿勢制御用モデルの高精度化が必

要とされている．自由度をできるだけ少なくし，かつパドルなどの回転による形態変更や，液体燃料消費による重

心移動に簡単に対応できるモデルの作成法とそのインターフェース標準化に関する研究を進めている．

Ⅱ−2−i−6

皮膜材料の耐久性向上に関する研究

教 授 小松敬治

耐圧性が必要な宇宙構造物に適用できる軽量皮膜材料の開発を行っている．膜はフィルムではなく繊維補強積層

皮膜で，紫外線や可視光による劣化を防ぐための保護層や膜の接合法，クリープ強度に関して実験的な検討を進め

ている．

Ⅱ−2−i−7

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 技術職員 富澤利夫

助教授 峯杉賢治 技術職員 下瀬 滋

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，尾翼筒などについて，研究開発を行っている．ロケットの性能・信頼性向上を目的とし，設計計算手法の提

案・改善，新規機構・構造の開発，製造法の改良等を行っている．
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M−V型ロケットについては，今年度は「SOLAR−B」用の衛星接手の詳細設計検討を行った．

Ⅱ−2−i−8

飛翔体の機体計測に関する研究

助教授 峯杉賢治 技術職員 富澤利夫

助教授 石井信明 技術職員 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．

今年度は，M−V−６号機に向けてモータ燃焼末期付近での内圧を高精度で計測するためのデジタル計測装置の開

発を行った．

Ⅱ−2−i−9

飛翔体の構造動力学

教 授 小野田淳次郎 技術職員 下瀬 滋

助教授 峯杉賢治 都立科学技術大学 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．

Ⅱ−2−i−10

科学衛星の構造・機構

教 授 小野田淳次郎 助教授 樋口 健 助 手 竹内伸介

助教授 峯杉賢治 助 手 奥泉信克

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，解析手法の提案・改善を行っている．

「SOLAR−B」については，微小擾乱試験及び熱変形試験を実施し，解析との比較を行った．MMOについては，

HGA構体の検討及び低擾乱分離機構の検討を行った．「ASTRO−F」については主鏡パッドの設計変更を行い，解

析・試験によりその妥当性を確認した．

Ⅱ−2−i−11

環境試験方式の開発研究

教 授 小野田淳次郎 技術職員 富澤利夫 技術職員 伊藤文成

助教授 峯杉賢治 技術職員 下瀬 滋

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−３１０−３４，３５号機，「INDEX」FM，「Astro−E２」FM，「Astro−F」ミッション部等の試

験を行った．

Ⅱ−2−i−12

ソーラーセイルの研究

教 授 小野田淳次郎 助 手 竹内伸介

教 授 名取通弘 助 手 奥泉信克

東京工業大学 古谷 寛

将来の惑星間探査機の推進器として期待されているソーラーセイルの研究及び実現に向けた様々な検討を行って

いる．
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本年度は観測ロケット S−３１０−３４号機を用いて無重力・高真空条件での直径１０m級セイルの展開実験を行った．

さらに来年度初頭に打ち上げ予定の大気球による展開制御実験の準備、来年度後期に打ち上げ予定のM−V−８号機

搭載サブペイロードに向けてセイルや収納機構・展開制御機構の設計検討，製作を行っている．また様々な様式の

セイルの展開実験を行っており、セイルの展開挙動に関するデータの蓄積を継続している．

Ⅱ−2−i−13

柔軟構造物の振動制御の研究

教 授 小野田淳次郎 技術職員 下瀬 滋

助教授 峯杉賢治 都立科学技術大学 渡辺直行

技術職員 富澤利夫 プロジェクト研究員 槙原幹十朗

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，ピエゾトランスデューサーを利用して振動エネルギを電気エネルギに変換して蓄積し，再度利用する

ことで効率的な制振を行うエネルギ回生制振の研究，エネルギ回生制振とバンバン型能動制御を組み合わせたハイ

ブリッド制御の研究、及び従来のセルフセンシング制振で慣習的に用いていたブリッジ回路を必要としない，セル

フセンシング制振手法に関する研究を行った．また，ロケット搭載用の防振、かつ衝撃緩衝両面の特性を持つマウ

ントの研究開発を行った．

Ⅱ−2−i−14

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 手 奥泉信克

助教授 樋口 健 東京工業大学 総合理工学研究科 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，科学観測のため

の伸展マストなどの開発に生かされ，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．

Ⅱ−2−i−15

柔軟展開構造物の展開挙動と形状解析に関する研究

教 授 名取通弘 特別共同利用研究員 岩佐貴史 大学院学生 山本貴也

助教授 樋口 健 大学院学生 小嶋 淳 大学院学生 中村文仁

助 手 奥泉信克 大学院学生 渡辺啓隆 東京工業大学 総合理工学研究科 古谷 寛

宇宙航空プロジェクト研究員 中篠恭一 大学院学生 橋元賢志

スピン展開型大型柔軟アンテナやソーラーセイルなどの膜面構造物の宇宙構造システムについて，それらの概念

や機構運動，構造精度，ダイナミクス，膜面のしわ解析手法などを多角的に取り扱い，これらに有効な有限要素法

解析手法の研究を行っている．今年度は特に，全周が連続した円形膜面のスピン展開型ソーラーセイルへの適用に

ついて検討している．円形膜面を円筒形状へ収納するための折り畳み方法として，膜厚を考慮し，折り畳みによっ

て膜にしわが生じないように設計した螺旋折り（擬似対数螺旋折り）を提案した．実際に直径２mの膜面のスピ

ン展開実験を行い，遠心力によって展開が可能であることを確認し，その展開挙動の特徴を明らかにした．また，

遠心力展開された円形膜面が重力や太陽輻射圧などの面外分布荷重を受けたときの釣り合い形状や応力状態につい

て検討した．
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Ⅱ−2−i−16

大型宇宙構造物の建造に関する研究

教 授 名取通弘 宇宙航空プロジェクト研究員 秋田 剛 大学院学生 森田博和

助教授 樋口 健 大学院学生 請川克之 大学院学生 西尾真由子

助 手 奥泉信克 大学院学生 市村周一

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と月・惑星上構造物の

概念および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，形状記憶合金をスマートアクチュエータに利用した宇宙構造物の自動建造可能性，インフレータブル構造

物の形状精度，膜面やワイヤの力学，張力安定トラスの宇宙構造物への利用，それらへの自律分散制御の試みなど

も取り扱っている．

Ⅱ−2−i−17

形状記憶合金と熱可塑複合材による展開構造物の研究

教 授 名取通弘 助教授 樋口 健 助 手 奥泉信克

将来の宇宙開発に必要な新しい展開構造物を目指して，形状記憶合金と熱可塑複合材とを組み合わせた展開構造

物について研究している．形状記憶合金を加熱してその形状記憶効果を利用して構造物を展開し，同時にその熱で

熱可塑複合材料を展開状態に保ったまま冷却硬化させて形状や剛性を確保し，宇宙構造物の基本部材として利用し

ようとする研究である．

Ⅱ−2−i−18

自然界の構造や人工物の形態に関する研究

教 授 名取通弘 特別共同利用研究員 岸本直子

助教授 樋口 健

成長過程を含む自然界の構造形態はさまざまな広域的最適化の結果であると思われる．人工物の形態も同様にあ

る種の最適化により導かれる．形態と最適化要求の関係を明らかにするため，宇宙構造物の形態の特徴を整理する

とともに，花の形態変化や繭の形成，コウモリ翼の膜構造特性などを具体例として工学的に利用するための研究を

行っている．また，フラクタルの自己相似性を利用した形状制御や宇宙構造物構築方法についても研究している．

Ⅱ−2−i−19

月面構造物構築に対するレゴリス地盤の工学的性質の研究

助教授 樋口 健 教 授 名取通弘 大学院学生 横山隆明

月面構造物構築のためには構造物の基礎としてのレゴリスの性質を知る必要があり，工学的見地から地盤性状を

研究している．また，月面構造物構築の最初に必要とされる杭打ち作業のために，振動輸送の原理を利用した杭埋

設方法を提案し，実験により有用性を確かめている．さらに，月地盤性状の把握は，月着陸船の効率的な着陸衝撃

吸収機構の開発にも応用できるため，機械力学的見地からレゴリスの性質を把握し直す試みも併せて行なってい

る．

Ⅱ−2−i−20

再使用型ロケットの構体開発と機械環境計測

助教授 樋口 健

完全再使用型観測ロケットの構造機構系は，着陸衝撃が強度要求の支配的要因になること，地上での音響加振時

間が長いこと，繰り返し使用に耐えること，ロケット噴流中に着陸脚構造機構が入ること，などが使い捨て型ロ

ケットとは異なる設計要求である．再使用ロケット実験機構造系の設計開発において，これらの新規要求を満たす
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ことを目的として研究と開発を進めている．

Ⅱ−2−i−21

再使用型ロケットの複合材極低温タンクの研究開発

助教授 樋口 健 助 手 竹内伸介 助 手 成尾芳博

助教授 佐藤英一 教 授 小野田淳次郎 教 授 稲谷芳文

完全再使用型観測ロケットや低コスト衛星打ち上げロケットのような将来の宇宙輸送システムに要望されている

軽量大型極低温タンクを炭素繊維強化プラスチック（CFRP）複合材料で製作するための研究を行っている．構造

設計および製造方法検討を行ないつつ試作したタンクを用いて，常温耐圧試験，液体窒素充填加圧試験，液体水素

充填加圧試験，極低温材料試験，極低温構造要素試験等を実施することにより，極低温での強度と伸び，水素透過

性，再使用可能性，タンク断熱方式，インターフェースの制約の多い再使用型ロケットへの搭載艤装性，将来の更

なる大型化の可能性，ロケット構造体との適合性と搭載様式，およびそれらの試験方法を検討している．今年度は

ハンドレイアップ方式 CFRP積層耐圧殻の内面に樹脂フィルム製ライナーを適用した複合材圧力容器の構造設計お

よび応力・ひずみ解析を行うとともに，その製造方法と試験方法も検討しつつ，タンク開発と実証のための研究を

進めている．

Ⅱ−2−i−22

次期磁気圏探査衛星 SCOPE構体の開発

助教授 樋口 健

親衛星と子衛星という複数個の衛星からなる SCOPEの構造系開発において，親衛星および子衛星の構体の構造

様式の決定，強度剛性解析，徹底した軽量化検討，機器搭載性，機械環境予測を研究している．

Ⅱ−2−i−23

次期磁気圏探査衛星 SCOPEの段重ね子衛星分離機構の研究

助教授 樋口 健

１機の親衛星と４機の子衛星からなる SCOPEでは，段重ねが４箇所にも及ぶことにより子衛星分離機構の個

数・重量・容積が大きくなるため，分離機構の軽量化と省スペースが重要である．ここでは，火工品によるマルマ

ンバンド解放というこれまで経験を積んだ方式ではなく，非火工品である新しい小型アクチュエータ複数個による

保持・解放・分離機構を開発し，併せて分離衝撃低減も狙っている．この軽量・浅薄・低衝撃分離機構は，SCOPE

以降の探査機技術として汎用性がある．

Ⅱ−2−i−24

次期磁気圏探査衛星 SCOPEのスピン軸方向伸展アンテナの構造と機構の研究

助教授 樋口 健

スピン軸方向伸展物の構造開発に，伸展長さ，質量，衛星スピンレートに関連した剛性要求，探査機慣性能率比，

伸展動作中に衛星姿勢に及ぼす影響，搭載容積（収納時の寸法）などを勘案しながら構造および伸展機構の開発と

研究を進めている．特に，SCOPEの場合は，剛性向上に直結する必要重量の配分も厳しいにも関わらず，本アン

テナが電場観測用センサであるために観測要求から来る多くの制約条件が課されている．これらの要求を満足させ

るものとして，本年度は，複合材 STEMのインフレータブル伸展方式によるアンテナ構造様式と，複合材チュー

ブの巻き取り弾性復元力によるアンテナ構造様式との２種類について検討を進めている．本構造様式の開発は，広

く衛星搭載用またはロケット搭載用の伸展構造物としても利用できることを目指している．
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Ⅱ−2−i−25

金星探査機「PLANET−C」構体の開発

助教授 樋口 健 助 手 奥泉信克

金星探査機の構体開発は，機器搭載性を検討して構造様式を決定した上で基本設計を終え，構体の強度と剛性に

ついても解析検討を終えた．搭載機器の暫定的機械環境条件を提示した．

Ⅱ−2−i−26

観測ロケット S−３１０−３６号機を用いた網構造物展開と APAA送電実験

東京大学大学院工学系研究科 中須賀真一 助教授 樋口 健 教 授 稲谷芳文

神戸大学工学部 賀谷信幸 助教授 石井信明

親子衛星による網状構造物の展開実験および子衛星の姿勢運動計測，その網上のロボット歩行実験，親子衛星を

用いたアクティブフェーズドアレイアンテナ送電実験などを目的とした実験装置を S−３１０−３６号機に搭載する予定

で開発している．

Ⅱ−2−i−27

非対称芳香族酸無水物を用いたポリイミドの分子運動性の研究

主任研究員 横田力男 東邦大・理 長谷川匡俊 静岡理工科大学 古知政勝

種々の非対称モノマーからポリイミドを合成し，分子構造と分子運動性，無定形性の関係調べ，対称性構造に比

べて高耐熱，高溶融流動性をもたらす要因について明らかにした．これらの知見に基づき高耐熱，高溶融流動性ポ

リイミドと熱融着性ポリイミドの分子設計を進めている．

Ⅱ−2−i−28

非対称芳香族酸無水物による新規付加型ポリイミドの開発

主任研究員 横田力男 総合技研本部主任研究員 小笠原俊夫

産学連携招聘研究員 佐々木健 研究員 石田雄一

使用限界温度３００℃の複合材料の母材樹脂として高溶解性イミドオリゴマーの開発を進め新規ジアミンモノマー

を合成し共重合体および付加型樹脂を試作した．これを用いたプリプレグを作成し複合材料成形体の評価を進めて

いる．

Ⅱ−2−i−29

NEDO採択 新ポリイミド複合材料開発と航空エンジンナセル等への適用基盤研究（第三年度－付加型ポリイ

ミド複合材料プリプレグ開発と積層成形技術の開発－

主任研究員 横田力男 総合技研本部主任研究員 石田雄一 川崎重工岐阜 伊牟田守

産学連携招聘研究員 佐々木健 宇部興産 小澤秀生 川崎重工岐阜 後藤 淳

助 手 後藤 健 宇部興産 幸田政文 川崎重工岐阜 渡辺俊孝

総合技研本部主任研究員 小笠原俊夫 宇部興産 田口美津志 川崎重工岐阜 青井達治

NEDO採択事業として本研究室開発の無定形芳香族付加型ポリイミド，TriA−PIの複合材料開発の第三年度とし

て産学共同で以下のことを進めた．１）複合材料用素材樹脂の最適化，２）炭素繊維プリプレグの開発，成形，評

価．中間評価ではこれまでにない優れた高温特性を確認し，プリプレグ積層成形により高品位のエンジンナセル模

擬部品の試作に成功した．
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Ⅱ−2−i−30

側鎖に反応性アセチレン構造を有する付加型ポリイミドの研究

主任研究員 横田力男 産学連携招聘研究員 佐々木健

NEDO採択事業への寄与を目的に多官能性モノマーを合成した．具体的にはメタフェニレンジアミンのベンゼ

ン環側鎖としてオキシフェニルアセチレンを含む化合物を用い TriA−PIの基本特性の改善を試みている．

Ⅱ−2−i−31

側鎖に反応性アセチレン構造を有する熱可塑・熱硬化ポリイミドの研究

主任研究員 横田力男 日大大学院修士特別共同研究員 森内宏幸

産学連携招聘研究員 佐々木健

高温用接着剤の開発を目的として容易に熱融着・熱可塑性を示し高温硬化すると３５０℃の熱変形温度をもつ樹脂

となる熱硬化性ポリイミドを合成し基本構造と溶融物性，耐熱性，高温特性の関係を研究している．

Ⅱ−2−i−32

ポリイミドの炭素化による高機能化発現の研究

主任研究員 横田力男 豊橋技術科学大 教授 竹市 力 日本メクトロン㈱ 林 正添

昨年に続き芳香族ポリイミドの熱分解による粉末化および高機能化，構造材料用炭素材料化を目的に最適熱分解

条件と最大機能発現の関係を調べ，この方法が高い表面吸着能付与に極めて省エネルギー手法であることを発見し

た．

Ⅱ−2−i−33

ソーラセールポリイミド膜の開発とその接着技術の開発

主任研究員 横田力男 東大システム量子 研究員 岩田 稔 鐘淵化学工業 辻 宏之

３００℃を超えるガラス温度を有するポリイミドの Al蒸着薄膜を試作し，そのセール製造技術を取得する目的で熱

可塑性ポリイミドの開発と熱および超音波による張り合わせ方法を昨年に続き調べ，最適融着条件をピール強度に

て評価した．

Ⅱ−2−i−34

ポリイミドの耐宇宙環境性の研究

主任研究員 横田力男 東大システム量子 共同研究員 岩田 稔

ソーラセールポリイミド膜の開発とその接着技術の開発の一つとして熱融着性をもつポリイミドの宇宙環境耐久

性を電子線および陽子線照射装置を用いて行い，機械的特性，光学的特性，粘弾性変化等から調べている．

Ⅱ−2−i−35

耐原子状酸素性ポリイミド材料の開発

主任研究員 横田力男 総合技術研究本部 宮崎英二

総合技術研究本部 今川吉郎 神戸大学 教授 田川雅人

原子状酸素耐性の宇宙用ポリイミドフィルムの開発のための基礎研究としてシリコン－ポリイミド共重合体の高

分子混合系の層分離を利用する方法を開発中である．今年度は神戸大学の評価装置の有効性を確認した．
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Ⅱ−2−i−36

極超音速ターボエンジンに関する先端的要素技術の研究

教 授 安部隆士 技術職員 本郷素行 大学院学生 山地一徳

室蘭工大・教授 棚次亘弘 大学院学生 丸 祐介 大学院学生 宇佐美敦

助教授 佐藤哲也 大学院学生 吹場活佳

助 手 小林弘明 大学院学生 根来延樹

宇宙輸送機用の空気吸い込み式エンジンに関し，先端的な要素技術を抽出して基礎研究を実施している．本年度

は，２つのテーマ，（１）プラグノズルの性能向上に関する研究，（２）プリクーラの着霜低減に関する研究を実施し

た．プラグノズルに関しては，幅広い作動条件下における性能向上を目的として，ベル型アダプタの装着と外部流

吸い込みの効果を調査した．この結果，低膨張比においては外部流吸い込みによりボートテールドラックを軽減

し，高膨張比においてはベル型アダプタにより不足膨張を解消して推力効率を改善できることを示した．プリクー

ラに関しては，円管表面への着霜について高精度な実験データを蓄積し，これを元に水分の凝縮モデルを組み込ん

だ新たな CFDコードを開発した．また，電界による着霜防止技術について実験研究を行い，冷却面温度と霜層剥

離効果の関係を明らかにした．この結果，電場の印可によって霜成長形状が大きく変化し，針状の粗い霜が成長す

ること，比較的高温（２２０K）の冷却面に発生する霜に対して，特に剥離効果が大きいことを明らかにした．

Ⅱ−2−i−37

多列円板構造を有するインテーク／飛翔体の開発研究

教 授 安部隆士 助教授 佐藤哲也 技術職員 本郷素行

室蘭工大・教授 棚次亘弘 助 手 小林弘明 大学院学生 丸 祐介

宇宙輸送機用空気吸い込み式エンジンのエアインテークに要求される２つの課題の克服，すなわち，（１）非設計

点性能の改善，（２）構造重量の軽減を目的とした多列円板構造インテークについて，開発研究を進めている．本年

度は，多列円板構造インテークのキー技術となる，軸対称キャビティ流れの特性調査を行った．キャビティ形状が

後流境界層厚さに与える影響を実験的，解析的に調査し，キャビティ長さの総和を同一とした場合，キャビティ個

数が多い方が境界層の肥厚化を抑制できることを明らかにした．また，キャビティ内外部の高速圧力計測を行い，

キャビティ形状と振動特性の関係を調査した．これらの研究により，多列円板構造インテークの設計に資する知見

を得ることができた．さらに，飛翔体への応用を想定し，キャビティ付き円錐にかかる空気力を測定し，その抗力

特性や安定性を評価した．この結果，円錐面上にキャビティを設けることで空力中心が３０％後方に移動し，空力安

定に寄与すること，キャビティを円板で分割することで抗力を大幅に低減できることなどを明らかにした．

ｊ．宇宙探査工学研究系

Ⅱ−2−j−1

月惑星着陸機搭載着陸レーダ（電波高度速度計）の研究

助教授 水野貴秀 技術職員 坂井智彦

助 手 福田盛介 RA 高原卓也

惑星表面に着陸する探査機に必要不可欠な航法センサーである電波高度速度計（着陸レーダ）の開発を行ってい

る．本レーダは，着陸機が垂直降下に移る高度３．５kmから使用できる，C帯（４．３GHz）のパルスレーダであり，

宇宙機の惑星表面に対する高度及び速度を同時に測定できる機能を有している．現在 BBMを製作して，航空機を

使用したフィールド試験を重ねて，信号処理，アンテナ，レーダシステムに関して研究を行っている．
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