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  ※３ 研究報告   

①経  過 

図1は，水中爆発実験の各部寸法と状態を示す．図2は本実験での汚染布の設置状態を表す．図中のO.F

は光ファイバ，爆薬-水面間距離H，換算距離ZH，ガス球の最大径D，布-爆薬間の換算距離Zとし，ZH/Zと
H/Dの無次元数で表す．ZH/Zを0.25～1.5(10-60[mm])まで0.25(10[mm])間隔，H/Dを0.2～1.2まで0.2間隔で変
化させた．清浄度は，汚染される前の原布の状態を基準として洗浄前，洗浄後での被洗物の状態がどれだ
け原布に近づいたかどうかを示す．布の清浄度の評価には主に布に付着した衿あか汚れの洗浄試験などに
用いられる一対比較法を用いた． 

   

図1 水中爆発実験の模式図 図2 布の設置条件 図3 色差値の変化 

図 3 は色差値と水面からの ZH/Z(H/D)との関係を示す．実験で生成されるガス球の最大径は D=50[mm]

である．ZH/Z=0.75(H/D=0.6)未満の時，ZH/Z の増加とともに原布と比較すると色差値が減少し，布が白に
近づいていった．ZH/Z=0.9(H/D=0.66)の時，色差値が最小となり白さが向上した．ZH/Z=0.9(H/D=0.66)を
超えると，水面からの反射膨張波は伝播距離が長くなり，減衰のため色差値が増加した．キャビテーショ
ンによる洗浄を主とした場合，布を水面近くに設置する事で洗浄効果が向上すると考えられる．しかし
ZH/Z=0.5(H/D=0.4)以下の時，水面の反射膨張波からのキャビテーションの影響は強いが色差値における洗
浄効果が低くなっていくことが分かる．これは，水面から近いためガス球内部の気体が水面の外側に抜け
てしまい，水流ジェットの勢いが弱くなり水流による洗浄効果が得にくい．また，ZH/Z=0.9(H/D=0.66)を
超えた場合，水面からの反射膨張波の到達が遅くなり，膨張波によって生成したキャビテーションが弱く
なるため洗浄効果が低くなる．本研究条件の ZH/Z=0.75(H/D=0.6)～0.9(H/D=0.66)の時，キャビテーショ
ンと水流ジェットの影響を同時に作用させることができたため，洗浄効率が高くなった．また，図 3 の
ZH/Z=0.81 の時，色差値が上がっているのはキャビテーションや水流ジェットの影響が対象物に対して点
で作用しているためと考えられる． 

    ②結  論 

本研究では，布と水面からの距離を変化させた時のキャビテーションと水流ジェットの影響を可視化結
果と清浄度から調査し，以下の結果を得た． 
(1) 可視化結果からZH/Z=0.25(H/D=0.2)の時，水面での反射膨張波が布面に到達し，膨張波伝播によるキャ
ビテーションの発生が布近傍で確認された． 
(2) ZH/Z=1.5(H/D=1.2)の時，距離の増加と共に反射膨張波の到達が遅くなり，膨張波から発生するキャビ
テーションが少なくなる． 
(3) ZH/Z=0.75(H/D=0.6)～0.9(H/D=0.66)で高い清浄度が得られる． 

ZH，Z，H，Dの4つのパラメータから，ZH/Z(H/D)で清浄度を評価する事で他の水中爆発での洗浄にも応
用が可能である． 
                                    
       ③ 所要 費用 

      人 件 費      円 
      購入材料費         円 
          旅   費        円 
     そ の 他      円    
 

  送付先： 〒106-0041 東京都港区麻布台 2-3-22 一乗寺ビル 3階 A 

        公益財団法人 火薬工業技術奨励会事務局（Tel 03-5575-6605） 

        （Fax03-5575-6607）  Ｅ-mail : nk4@oak.ocn.ne.jp  
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※２研究計画
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固体燃料に添加した金属粉末の物理的および熱的挙動に関する研究

②費用

イ．申請額

50万円

ロ．受給額

50万円
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※３研究報告

①経 過

酸化剤を少量または含まない固体の燃料を固体燃料と呼び，主にハイブリッドロケットに使用
される。一般的にはハイブリッドロケットは液体酸化剤（O2，N2Oなど）と固体燃料（HTPB，蝋，
ワックスなど）を別々に搭載している。
気化した液体酸化剤を円筒状の固体燃料の中に噴射し，融解分解した固体燃料と混合し，拡散
燃焼を起こす。このとき，固体燃料の内面付近には乱流境界層が発生し，この乱流境界層の中で
拡散燃焼が起こる。ハイブリッドロケットは，固体ロケットと液体ロケットの次なる第3のロケ
ットとして期待されているが，このような燃焼機構のために固体燃料の燃料後退速度が遅く，実
用化に十分な推進性能を得るまでに至っていない。
固体燃料の燃料後退速度を改善する一つの方策として，固体ロケットのコンポジット推進薬の
ように高エネルギー物質であるアルミニウム粉末などの金属粉末を添加し，それによって燃料後
退速度を改善する方法がある。アルミニウム粉末は気相燃焼し，高温の熱源となり，乱流境界層
内で周囲の混合ガスの燃焼を促進させることが期待できる。しかし，前述のようにコンポジット
推進薬とは異なる燃焼機構のため，これまでにコンポジット推進薬で得られた知見を応用するこ
とはできず，乱流境界層内で拡散燃焼している雰囲気でのアルミニウム粉末の凝集，集塊，着火
まで物理的および熱的な挙動を調査し理解することが必要かつ重要である。
本研究では，固体燃料と酸化剤の混合ガスが乱流境界層内で拡散燃焼している雰囲気で，固体
燃料に添加したアルミニウム粉末などの金属粉末の物理的および熱的挙動を調査した。その結果
，固体燃料の燃料後退速度を改善するための知見を得ることができた。

（補足紙に詳細を記す。）

②結 論

マイクロクリスタリンワックスを主材料とする固体燃料に，アルミニウム粉末を添加したハイ
ブリッドロケット用の固体燃料を試作し燃焼器による燃焼実験を行い，燃料後退速度を取得した
。また，融解・着火実験によって固体燃料の熱的挙動を調査した。
燃焼実験では，アルミニウム粉末を固体燃料に添加した優位な効果が見られなかった。アルミ
ニウム粉末が着火しなかったと考えられ，原因の一つとして燃焼器内の温度がアルミニウム粉末
の着火温度まで達していなかったと考えられる。
融解・着火実験では，アルミニウム粉末を固体燃料に添加すると融解時間と着火時間が短縮し
た。アルミニウム粉末の添加量を増加すると，それらの時間はさらに減少した。これらの結果は
，アルミニウム粉末の添加により固体燃料の融解・蒸発速度を促進させることができることを示
唆しており，拡散火炎の温度が十分に高温であればアルミニウム粉末が着火し，燃料後退速度が
増加することを期待できることがわかった。

（補足紙に詳細を記す。）

③所要費用
人件費 0円
購入材料費 50万円
旅 費 0円
その他 0円

送付先： 〒106-0041東京都港区麻布台2-3-22一乗寺ビル3階A

公益財団法人火薬工業技術奨励会事務局（Tel 03-5575-6605）

（Fax03-5575-6607） Ｅ-mail : nk4@oak.ocn.ne.jp

受

付
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補足紙

1. 序論

酸化剤を少量または含まない固体の燃料を固体燃料と呼び， 主にハイブリッド ロ

ケット に使用される。 ハイブリッド ロケット は液体酸化剤（ O2， N2O など） と固体

燃料（ HTPB， 蝋， ワックスなど） を別々に搭載し， 一般的には図1 に示すような

構造である。

図1 ハイブリッド ロケット

気化した液体酸化剤を円筒状の固体燃料の中に噴射し， 融解分解した固体燃料と

混合し， 拡散燃焼を起こす。 このとき， 図2 に示すように， 固体燃料の内面付近に

は乱流境界層が発生し， この乱流境界層の中で拡散燃焼が起こる。 ハイブリッド ロ

ケット は， 固体ロケット と液体ロケット の次なる第3 のロケット として期待されて

いるが， このような燃焼機構のために固体燃料の燃料後退速度が遅く ， 実用化に十

分な推進性能を得るまでに至っていない。 1)

図 2 乱流境界層内での拡散燃焼

固体燃料の燃料後退速度を改善する一つの方策として， 固体ロケット のコンポジ

ット 推進薬のように高エネルギー物質であるアルミ ニウム粉末などの金属粉末を添

加し， それによって燃料後退速度を改善する方法がある。 アルミ ニウム粉末は図3

のように気相燃焼し， 高温の熱源となり， 乱流境界層内で周囲の混合ガスの燃焼を
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促進させることが期待できる。 しかし， 前述のようにコンポジット 推進薬とは異な

る燃焼機構のため， これまでにコンポジット 推進薬で得られた知見を応用すること

はできず， 乱流境界層内で拡散燃焼している雰囲気でのアルミ ニウム粉末の凝集，

集塊， 着火まで物理的および熱的な挙動を調査し理解することが必要かつ重要であ

る。

図3 アルミ ニウム粉末の燃焼

本研究では， 燃料と酸化剤の混合ガスが乱流境界層内で拡散燃焼している雰囲気

で， 固体燃料に添加したアルミ ニウム粉末などの金属粉末の物理的および熱的挙動

を調査し， 固体燃料の燃料後退速度を改善するための知見を得ることを目的とす

る。

2. 固体燃料

2.1 固体燃料の主材料

ハイブリッド ロケット の固体燃料には， 固体ロケット でも使用されていた HTPB

が使用されてきた。 しかし近年では， HTPBよりも燃料後退速度が高いワックス系

固体燃料が注目を集めている。
2)
ワックス系固体燃料はHTPBの約4 倍も高い燃料

後退速度を示すことがわかっている。 また， ワックスは大きく パラフィ ンワックス

とマイクロクリスタリンワックスとに分けられる。 マイクロクリスタリンワックス

はワックスの中でも炭素数が30 以上のものをいう 。

表1 マイクロクリスタリンワックス

Number of carbon 30‒60

Molecular weight 300‒550

Melting point 101 ℃

Flash point 310 ℃

Density 780 kg m-3 (120 ℃)

Specific heat 2.94 J g
-1
K
-1

Melted Al

Vaporized Al
Flame/Reaction zone

Alumina cap

Oxidizing species,
CO2, CO, H2O, O2
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マイクロクリスタリンワックスは一般的に炭素数が多いため， 機械的性質も比較

的に良いとされている。 将来的に宇宙輸送に用いることを考え， 本研究では機械的

性質が良いとされているマイクロクリスタリンワックス（ 以降WAX と記す， 日本

精鑞製 Hi-Mic-2095） を固体燃料の主材料として選定した。

2.2 金属粉末

金属粉末を固体燃料に添加する方法は燃料後退速度を向上させる一つの手段とな

る。 表2 に酸素との反応時に高い燃焼熱を持つ元素を示す。

表2 金属元素の燃焼熱3)

Element Heat of combustion [kJ g
-1
]

Be 24.5

Li 20.5

B 18.3

Al 17.0

Mg 15.3

拡散火炎の温度を上昇させることで燃料後退速度の増加が期待できるため， 燃焼

熱が最も高い物質が望ましい。 しかし， ベリリウムは毒性が強く ， リチウムは空気

中での取り扱いが困難であり， ホウ素は酸素中での着火が困難といわれている。 し

たがって， 比較的取り扱いやすく ， 燃焼熱も高く ， 固体ロケッ ト でも使用された実

績があるアルミ ニウム粉末（ 以降Al と記す， 高純度化学製） をハイブリッド ロケッ

ト の固体燃料への添加物として選定した。

表3 アルミ ニウム粉末

Purity 99.8‒99.9 %

Mean particle diameter 30 µm

Density 2700 kg m-3

Manufacturing method Atomize

Specific heat 0.88 J g
-1
K
-1

2.3 固体燃料の製作

WAX を約200 ℃で融解させ， Al 粉末を混ぜながらゆっく り撹拌する。 十分に

Al 粉末が拡散したら， 容器に注入し， ヒーターで温めながらゆっく り冷まし， 約

30 ℃まで温度を下げる。 本研究で製作した組成を下記に示す。
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予備実験では円筒状の固体燃料を製作し， 長さ 100 mm， 外径40 mm， 内径20

mm で， アクリル製のケースに入れて燃焼器に組み込んだ。 また， 着火実験では円

柱状の固体燃料を製作し， 高さ 5 mm， 直径6 mm である。

表4 固体燃料

Al 0 Al 10 Al 20 Al 30

WAX [mass% ] 100 90 80 70

Al powder [mass% ] 0 10 20 30

3. 燃焼実験

3.1 予備実験

燃焼器の設計の知見を得るために， 東海大学那賀川研究室の協力により燃焼実験

の予備実験を行った。 燃焼器はハイブリッド ロケット エンジンを模擬している。

予備実験は， 大気圧， 室温の条件で行われ， ノズルはアンチョ ークとした。 酸化

剤はガス酸素で， 平均流量は1.5 g s
-1
， 燃焼時間は3～5 sである。 予備実験で得ら

れた燃料後退速度を下記に示す。

図4 予備実験の燃料後退速度

予備実験ではAl 0 と Al 20 の燃料後退速度に優位な差は見られなかった。 Al 粉

末が燃焼室内で着火していれば拡散火炎の温度が上昇し， 燃料後退速度が増加する

と考えられる。 予備実験の結果ではAl 20 での燃料後退速度の増加が確認できなか

った。 このことから Al 粉末が燃焼室内で着火していないと考えられる。

また， 固体ロケット モーター内でアルミ ニウム粉末が着火するのに必要な温度は

1700～2200 K といわれている。
4)
今回の燃焼実験において, O/Fの値は約0.7 であ

り， その際の断熱火炎温度は理論計算
5)
から 1100 K 程度となる。 燃焼室内の温度は
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Al 粉末を着火させるために必要な温度まで達していなかったと考えられ， Al 粉末は

拡散火炎付近には存在したが， 拡散火炎の温度が不十分であったため着火せずに酸

化剤とともに排出されてしまったことが推測できる。

今回は安全と既往の研究との比較のためにAl 粉末の平均粒径を 30 µm とした

が， 比較的に大きな粒径であるために， 燃焼室内の温度が低かったことに加えて，

着火に要する時間的および空間的条件も不足していたと考えられる。

この予備実験で得られた知見をもとに燃焼器を設計， 製作した。 燃焼器の詳細は

後述する。

3.2 融解・ 着火実験

ハイブリッド ロケット は境界層燃焼と呼ばれる特有の燃焼機構を持つ。 通常， 固

体燃料の表面に沿って酸化剤を流し着火させると， 固体燃料の表面上の乱流境界層

内に拡散火炎が形成される。 まず固体燃料が固相から液相に変化し， 融解した固体

燃料の液滴が飛散し拡散火炎と接触し着火する。 Al 粉末を添加したことで固体燃料

の融解及び着火が促進されれば， 燃料後退速度の増加が期待できる。 Al 粉末を添加

したことによる効果を検証するために， 融解実験と着火実験を行った。

融解実験は， 大気圧， 室温で行われた。 定常温度場を再現するために電気炉を使

用した。 融解の様子は高速度カメラを使用して記録した。 動画を観察し， 融解時間

を計測した。

図5 融解実験

図5 に融解実験の結果を示す。 炉内温度が120 ℃ではAl 粉末を多く 添加した固

体燃料の方が融解時間は短く なった。 また， 炉内温度が高く なることで， 融解まで

の時間に差が見られなく なった。 よって， Al 粉末は固相から液相への変化を促進さ

せることができるが， 周囲の温度が高く なると， 融解までの時間がAl 粉末の添加量
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に関係なく 収束すると考えられる。 境界層燃焼の固相から液相への変化過程では，

Al 粉末は相変化を促進する効果があることが示された。

着火実験は， 大気圧， 室温で行われた。 ニクロム線による着火装置を使用し， 着

火に必要な熱量を固体燃料に与えた。 着火の様子は高速度カメラを使用して記録し

た。 動画を観察し， 着火時間を計測した。 図6 に着火実験の結果を示す。 Al 粉末の

添加量の増加とともに， 着火時間が減少していることがわかる。

図6 着火実験

Al 粉末の着火を調べるために SEM による Al 粉末の観察を行った。 SEM で撮影

した写真を図7 に示す。 燃焼前後の画像から Al 粉末の粒径が小さく なっており， Al

粉末が融解したことがわかる。 しかし， Al 粉末が着火した形跡は確認できなかっ

た。 Al 粉末の一部は融解し蒸発したが， 着火まで至らなかったと考えられる。

Before combustion After combustion (Al 30)

図 7 Al 粉末のSEM 画像

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30

Ig
ni

ti
on

 ti
m

e 
[s

]

The amount of added the Al powder [mass%]

0%

10%

20%

30%



7

また， 今回の着火実験ではAl 粉末が集塊している様子は観察されなかった。 固体

ロケット ではAl 粉末の集塊が推進性能に大きな影響を与えることが知られている。

したがって， 着火実験において， Al 粉末の集塊が確認されなかったことで， ハイブ

リッド ロケット でも集塊は起きないと考えられる。

4. 燃焼器の設計・ 製作

予備実験の知見から燃焼器を設計し製作した。 燃焼器はハイブリッド ロケット の

エンジンを模擬しており， 構造， 動作は実機とほとんど変わらない。 予備実験と同

じようにガス酸素を使用する前提で設計した。 また， 固体燃料とノズルの間に 2 次

燃焼室を設けた。 燃焼器に組み込む固体燃料の長さは可変とし， インジェクター，

保炎器， ノズルの設置・ 交換が容易になるように設計した。 概略図を図8 に示す。

図8 燃焼器
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図8のアクリルパイプと示されたところに固体燃料と 2 次燃焼室が組み込まれ

る。 図示されているノズルはアンチョ ークである。 本体はSUS製であり， ノズルは

グラファイト 製である。

燃焼器は平成28 年度末に完成し， 試験的な燃焼実験を行った。 予備実験と同じ条

件， 固体燃料で燃焼実験を行い再現性が確認された。 また， 金属粉末をマグネシウ

ム粉末とした燃焼実験を行ったが， アルミ ニウム粉末のときと同様に燃焼実験が行

えることが確認できた。 今後， 添加する金属粉末をアルミ ニウム粉末またはマグネ

シウム粉末として固体燃料の燃焼実験を継続して行う 。

5. 結論

マイクロクリスタリンワックスを主材料とする固体燃料に， アルミ ニウム粉末を

添加したハイブリッド ロケット 用の固体燃料を試作し燃焼器による燃焼実験を行

い， 燃料後退速度を取得した。 また， 融解・ 着火実験によって固体燃料の熱的挙動

を調査した。

燃焼実験では， アルミ ニウム粉末を固体燃料に添加した優位な効果が見られなか

った。 アルミ ニウム粉末が着火しなかったと考えられ， 原因の一つとして燃焼器内

の温度がアルミ ニウム粉末の着火温度まで達していなかったと考えられる。

融解・ 着火実験では， アルミ ニウム粉末を固体燃料に添加すると融解時間と着火

時間が短縮した。 アルミ ニウム粉末の添加量を増加すると， それらの時間はさらに

減少した。 これらの結果は， アルミ ニウム粉末の添加により固体燃料の融解・ 蒸発

速度を促進させることができることを示唆しており， 拡散火炎の温度が十分に高温

であればアルミ ニウム粉末が着火し， 燃料後退速度が増加することを期待できるこ

とがわかった。
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崎 (2016.11) 

6. 伊里友一朗, 越光男, 三宅淳巳, ab initio 計算を用いたカリウムジニトラミドの熱分解

機構, 火薬学会 2016 年度秋季研究発表講演会, 77-80, 30, 長崎 (2016.11) 
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平成２８年度 公益財団法人火薬工業技術奨励会研究助成金受給者 概要報告用紙 

 

 対 
 象
 者 

 個  人 
 グル－プ
研究機関 

 
 

 
 記載事項 

 ※印欄に記入する。 

書き切れない時は補足紙…A4判…使用も可 

 
 

 提出期限 
平成29年 

 5月31日 

 
 

  ※１ 受 給 者   

①研究機関名・個人又はグル－プ名 

     東北大学流体科学研究所 代表者 大谷清伸 
                 共同研究者 中川敦寛（東北大学病院脳神経外科） 
                       中川桂一（東京大学工学研究科） 

②所在地又は現住所 

     〒980-8577 
     宮城県仙台市青葉区片平2-1-1 
 

③電  話 
     022-217-5037 
 
 

④Ｅメールアドレス 
 ohtani@edge.ifs.tohoku.ac.jp 
 

 
 

  ※２ 研究計画    

①件 名（テ－マその他） 

     微小爆薬を用いた医療用衝撃波および膨張波発生装置開発に関する基礎研究 
 
 

②費 用 

 

                 イ．申 請 額 

                     万円 
 
 

                 ロ．受 給 額 

                     万円 
 
 
 

 



 

 

 
                                           №2 

  ※３ 研究報告   

①経  過 

 本研究は、微小爆薬を用いた発生衝撃波圧力の制御可能な新たな医療用衝撃波および膨張波発生装
置開発を最終目的として、金属円管内の閉空間用いた衝撃波増幅効果による発生衝撃波に関して実験
的、数値解析的に検討を行った。 
 図1は、水で満たされた内径6mmのステンレス管内で微小爆薬アジ化銀ペレット10mgを起爆した際の
管端より発生する衝撃波挙動をシャドウグラフ法によって高速度光学可視化した結果である。閉空間
内での起爆によって発生した衝撃波が管内での反射および収束して、管端より発生する衝撃波が増幅
されて、円管より発生している。光学可視化と同時計測した圧力計測結果より、円管を用いない水中
起爆による同距離での圧力測定結果と比較し、実験を行った管内径がφin=3〜7mmの範囲では、2倍以
上の過剰圧を発生させることができた。 
 

 

図1 金属円管閉空間内における起爆によって発生した衝撃波挙動（撮影速度1Mfps） 
 

    ②結  論 

 本研究では金属円管内の閉空間を用いた衝撃波増幅効果による発生衝撃波に関して実験的、数値解
析的に検討を行った。 
 微小爆薬起爆衝撃波を水中閉空間内で発生させることで、管端より発生する衝撃波過剰圧を増幅さ
せることが確認できた。このことは、発生衝撃波圧力制御が可能な新たな衝撃波発生装置の開発に非
常に有用な知見である。 
 今後、増幅効果の寸法依存性をはじめ、より効率的な増幅効果のメカニズムの発見等を実験および
数値解析によって明らかにしていくことで、実用化へ結びつけていきたいと考える。 
 また、本研究によって得られた結果は、別紙に記した学会にて発表を行った。 
 
                                    
       ③ 所要 費用 

      人 件 費  
      購入材料費 金属管、光学部品（レンズ）、精製水他 
          旅   費 学会（平成28年度衝撃波シンポジウム）参加旅費 
     そ の 他 学会（平成28年度衝撃波シンポジウム）参加費 
 

  送付先： 〒106-0041 東京都港区麻布台 2-3-22 一乗寺ビル 3階 A 

        公益財団法人 火薬工業技術奨励会事務局（Tel 03-5575-6605） 

        （Fax03-5575-6607）  Ｅ-mail : nk4@oak.ocn.ne.jp  

 

受 

 

 付 

  №   年 月 日   初   継     正  式  報  告 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

研究成果（研究代表者：二重下線、共同研究者：下線） 

1. K. Ohtani, T. Ogawa, A. Nakagawa, K. Nakagawa, "Underwater Shock Wave by 

Explosion in a Closed Space" 31st International Symposium on Shock Waves 

(ISSW31), (2017.7.9-14), (Nagoya, Japan), #SBM000087. 

2. K. Ohtani, T. Ogawa, A. Nakagawa, K. Nakagawa, "Underwater shock wave generation 

phenomena by detonating a micro-explosive in a closed space" the 6th 

International Symposium on Energetic Materials and their Applications 

(ISEM2017), (2017.11.6-10), (Sendai, Japan). (発表採択済み) 

3. 大谷清伸, 中川敦寛, 中川桂一, 小川俊広, "円管内微小爆薬起爆による衝撃波圧力

および膨張波の発生制御法", 火薬学会 2016 年度秋季研究発表会, (2016.11.10-11), 

ホテルセントヒル長崎, 長崎, #27, pp.69-72. 

4. 大谷清伸, 中川敦寛, 中川桂一, 小川俊広, "閉空間内微小爆薬起爆による水中衝撃

波発生挙動", 平成 28 年度衝撃波シンポジウム, (2017.3.8-10), ヴェルクよこすか, 

横須賀, #1C3-3. 

5. 大谷清伸, 中川敦寛, 中川桂一, 小川俊広, "閉空間内微小爆薬起爆による水中衝撃

波発生挙動解析", 火薬学会 2017 年度春季研究発表会, (2017.5.25-26), 青山学院大

（青山）, 東京, #53, pp.146-149. 

6. 大谷清伸, 中川敦寛, 中川桂一, 小川俊広, "金属管内起爆による衝撃波増幅効果に

関する研究", 日本機械学会 M&M2017材料力学カンファレンス, (2017.10.7-9), 北大, 

札幌. (発表採択済み) 
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 個  人 
 グル－プ
研究機関 

 
 

 
 記載事項 

 ※印欄に記入する。 

書き切れない時は補足紙…A4判…使用も可 

 
 

 提出期限 
平成29年 

 5月31日 

 
 

  ※１ 受 給 者   

①研究機関名・個人又はグル－プ名 

熊本大学 工学部技術部 田中 茂 
 
 

②所在地又は現住所 

     860-8555 
     熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1 
 

③電  話 
     096-342-3287 
 
 

④Ｅメールアドレス 
tanaka@tech.eng.kumamoto-u.ac.jp 
 

 
 

  ※２ 研究計画    

①件 名（テ－マその他） 

金属板への超硬粉末打ち込みによる粒子複合化 
 
 

②費 用 

 

                 イ．申 請 額 

                                           円 
 
 

                 ロ．受 給 額 

円 
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  ※３ 研究報告   

①経  過 

 金属板表面に炭化タングステン（WC）の被膜を形成する目的で、金属板とWC粉末粒子の高速衝突
実験を行った。本研究では、金属板にCuとSUS304板を、WC粉末には、シャープなエッジを有する粗
粒（75-150 µm）と滑らかな形状の微粒（7.5-12 µm）を用いた。金属板は爆薬を用いて急激に加速さ
れ、金属板と適当な距離（加速距離）をもって配置されたWC粉末粒子と衝突する。金属板の加速距
離については、Gurney式を用いて金属板の終端速度を求め、汎用動的解析ソフトAUTODYNを用いて
飛翔過程を再現することで、終端速度（衝突速度）に達するように設計した。回収した試料に対して
は、表面、断面の顕微鏡観察及び被膜の摩耗試験を実施し、形成された被膜の評価を行った。 

SUS304板の衝突速度を凡そ1km/sとした微粒WCとの衝突実験では、回収されたSUS304表面にWC
粒子の堆積が確認された。更に、電子顕微鏡による断面観察では、堆積したWC粒子間に母材金属が
流入し被膜を形成していることが明らかになった。被膜の摩耗試験では、それが母材表面に強固に接
着していることが確認された。 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ②結  論 

 WCの溶射では、WC粒子の結合助剤としてCo等が使用されるが、本研究では、WC粒子と母材金属
板から成る被膜が形成される。本研究は、Surface coating by tungsten carbide particles on a metal su
bstrate by high velocity collision のタイトルでScience and Technology of Energetic Materialsに投稿
し、8月に採用が決定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
       ③ 所要 費用 

      人 件 費  
      購入材料費        円 
          旅   費        円 
     そ の 他 
 

  送付先： 〒106-0041 東京都港区麻布台 2-3-22 一乗寺ビル 3階 A 

        公益財団法人 火薬工業技術奨励会事務局（Tel 03-5575-6605） 

        （Fax03-5575-6607）  Ｅ-mail : nk4@oak.ocn.ne.jp  

 

受 

 

 付 

  №   年 月 日   初   継     正  式  報  告 
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対
象
者

個 人
グル－プ
研究機関

記載事項
※印欄に記入する。

書き切れない時は補足紙…A4判…使用も可

提出期限
平成29年
5月31日

※１ 受 給 者

①研究機関名・ 個人又はグル－プ名

千葉工業大学・ 和田豊

②所在地又は現住所

･ 275-0016 千葉県習志野市津田沼2-17-1 

③電 話

047-478-0513

④Ｅメールアドレス
yutaka. wada@p. chi bakoudai . j p 

※２ 研究計画

①件 名（ テ－マその他）

高エネルギ物質GAP燃料を使用した超小型宇宙機向け固体推進器の研究

②費 用

イ．申 請 額

100万円

ロ．受 給 額

100万円



№2 

※３ 研究報告

①経 過

① GAP/AP推進薬の製造方法の確立

ISAS/JAXA堀研究室と協力し，ラボベースで GAP推進薬の製造を実施した．GAP30wt%AP70wt%と

GAP20wt%AP80wt%の推進薬を製造し，GAP30wt%AP70wt%は脱泡性もよく ，均質な推進薬を製造できた．

GAP20wt%AP80wt%については粘度が低く ，脱泡性が悪く均質な製造が困難であった．

② 線燃焼速度の測定

チムニ型燃焼器により窒素雰囲気家中において 1~7MPa の圧力での線燃焼速度を測定し，圧力依存

性を取得した．その結果，線燃焼速度がrb = 5. 851Pc0. 7091（ 18. 32mm/s@5MPa） であることを得た．

③ 超小型モータケースの設計製作

モータケースは耐熱性のあるベークライト樹脂の削り出しによってノズルを含む燃焼器を設計，製

作した．確実な点火を行うため，ノズルと推進薬との間に，空間を持たせる設計を実現するため，推

進薬を紙管に注型し，モータケースに装填した．点火にはニクロムワイヤと NAB火薬を用いた．

④ モータケースとの接着性評価

当初はベークライト樹脂で製作したモータケースにGAP/AP推進薬を直填する予定であったが，紙管

に充填することとなったため，紙管との接着性の評価を行った．紙管との接着性の確認には，紙管部

を固定し，推進薬部に応力をかけて評価した．結果，紙管と推進薬の界面剥離よりも推進薬部内に亀

裂が生じたことを目視で確認できたことから，十分な接着強度を有していると判断した．

⑤ 燃焼実験の実施，推力履歴による評価

小型燃焼試験装置を設計製作し，推力測定並びに燃焼圧力測定を大気圧下で実施した．速やかな着

火が確認され，最大12N，平均5N，燃焼時間0. 5秒の推力履歴を獲得した．ノズルの膨張比が真空中を

想定しているため予定よりも低い値となった．

⑥ 真空燃焼実験の実施．着火性を評価

現在真空燃焼実験のために実験装置の準備を進めている．

②結 論

超小型モータケースの設計製作とGAP/AP推進薬を用いた大気圧下での燃焼実験に成功した．

③所要 費用
人 件 費 0円
購入材料費 712, 299円
旅 費 282, 201円
そ の 他  5, 500円 (工作センターによる加工賃) 

送付先： 〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-22 一乗寺ビル3階A 

公益財団法人 火薬工業技術奨励会事務局（ Tel  03-5575-6605）

（ Fax03-5575-6607） Ｅ-mai l  :  nk4@oak. ocn. ne. j p  

受

付

№ 年 月 日 初 継 正 式 報 告
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 対 
 象
 者 

 個  人 
 グル－プ
研究機関 

 
 

 
 記載事項 

 ※印欄に記入する。 

書き切れない時は補足紙…A4判…使用も可 

 
 

 提出期限 
平成29年 

 5月31日 

 
 

  ※１ 受 給 者   

①研究機関名・個人又はグル－プ名 

  
横浜国立大学 環境情報研究院 
熊崎 美枝子 

 

②所在地又は現住所 

 
〒240-8501 神奈川県横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7 

 
③電  話 

 
045-339-3994 

 
④Ｅメールアドレス 
 

kumasaki@ynu.ac.jp 
 
 

  ※２ 研究計画    

①件 名（テ－マその他） 

 
共役系を有するエネルギー物質の酸化による性能変化に関する研究 

 

②費 用 

 

                 イ．申 請 額 

 
 

 

                 ロ．受 給 額 
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  ※３ 研究報告   

①経  過 

 
 アゾール系に代表されるエネルギー物質は窒素・酸素を多く含むことから結合が不安定であること
が予想されるが、多くの分子が共役系を分子骨格に有することから比較的安定であることが知られて
いる。本研究では、共役系が分子の結合に対する電子的な変化の影響を緩和することを期待して、共
役系を酸化により正に帯電させることを試みた。酸化は電解酸化の手法を用いて行うこととした。 
 分子が正に帯電することにより、過塩素酸イオン，硝酸イオンのような陰イオンと近接することが
できると考えられることから、イオン性固体との単純な混合では見られない性能を呈するかどうかを
検討することが目的である。 
 
 酸化のためのエネルギーの測定は、当初光電子分光を計画していた。これは固体あるいは液体に紫
外線を照射して光電子が出てくる閾値からイオン化ポテンシャルを求めるものであるが、本研究は酸
化に電解酸化を用いることから、計画を変更し、電解酸化と類似の条件で酸化のしやすさを測定する
ボルタンメトリーを採用した。 
 また、対象物質の選定の前に、合成方法の確立に着手した。対象となる共役系を持つ物質としてま
ず1,2,4-トリアゾールを選定した。 
 
 実験では、まずボルタメトリーを用いて1,2,4-トリアゾールの酸化電位を測定した。二電子酸化は
溶媒と競合が起きている可能性があり、電解酸化は一電子酸化がおこる電位を目安に行うこととした
。支持電解質に過塩素酸ナトリウム，溶媒にアセトニトリルを用い、フェノールを加えた上で定電位
電源を利用して電解時間を変えながら合成・測定を行ったところ、本研究で行った規模の実験では３
時間ほど経過すると溶液が着色した。取り出した液体を乾固させると1,2,4-トリアゾールのみあるい
は過塩素酸ナトリウムの混合物とは異なる分解開始温度に発熱ピークが見られた。1,2,4-トリアゾー
ルの発熱開始温度よりも高い温度で反応が開始されていることから、電解酸化により得られる物質は
反応前試料よりも熱安定性が高いことが示唆された。 
 
 検討の過程で反応条件から定電位より定電流電解が電解酸化に適しているとの情報を得て、現在定
電流電解をによる酸化を検討している。 

    ②結  論 

 
 エネルギー物質の化学構造の特徴から、共役系を利用した電解酸化を試みた。対象を1,2,4-トリア
ゾールとしてまずボルタンメトリーで酸化電位を測定した。得られた電位を目安に電解酸化を行った
ところ、反応前試料とは異なる物質の生成が確認された。電解条件の更なる改善によってより効果的
な合成が行えることが期待できる。 
 
                                    
       ③ 所要 費用 

      人 件 費 
      購入材料費  
          旅   費 
      そ の 他 
 

  送付先： 〒106-0041 東京都港区麻布台 2-3-22 一乗寺ビル 3階 A 

        公益財団法人 火薬工業技術奨励会事務局（Tel 03-5575-6605） 

        （Fax03-5575-6607）  Ｅ-mail : nk4@oak.ocn.ne.jp  

 

受 

 

 付 

  №   年 月 日   初   継     正  式  報  告 
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  ※１ 受 給 者   

①研究機関名・個人又はグル－プ名 

福岡大学工学部化学システム工学科 
福岡大学産学官連携研究機関安全システム医工学研究所(併任) 
 代表    松永 浩貴 
 共同研究者 加藤 勝美 

②所在地又は現住所 

      福岡市城南区七隈8-19-1 
 

③電  話 
      092-871-6631 
 
 

④Ｅメールアドレス 
  松永浩貴：hmatsunaga@fukuoka-u.ac.jp 
  加藤勝美：kkatoh@fukuoka-u.ac.jp 

 
 

  ※２ 研究計画    
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高エネルギーイオン液体推進剤の組成構築と分解・燃焼特性解析 
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  ※３ 研究報告   

①経  過 

 
 ロケットや衛星の姿勢制御に用いられる液体推進剤には主にヒドラジンが用いられるが，毒性が高
く，運用性が低いことが問題である．そこで高エネルギー物質で可燃性のイオン液体を構成し，液体
推進剤「高エネルギーイオン液体推進剤(EILPs)」として実用化することに着目した．EILPsは溶媒を
用いないため高性能であり，取り扱い時に可燃性蒸気の発生がなく安全性が高いことが見込まれる． 
 本研究では，高性能酸化剤アンモニウムジニトラミド(ADN，融点93 ℃)を可燃剤との共融現象によ
り液化したイオン液体に着目した。これまでに，ADNにモノメチルアミン硝酸塩(MMAN，融点110 ℃)
，尿素(Urea，融点135 ℃)を加えると室温で液体が得られることが知られている。EILPsには高エネ
ルギー，低融点で着火が容易な組成であることが求められる。この3成分系をベースにEILPsとしての
最適組成およびエネルギー発生特性について検討した。 
 ADN系EILPsの組成構築のため，ADN/アミン硝酸塩混合物の融点，着火性，熱分解メカニズムについ
て検討した。種々のアミン硝酸塩をADNに混合し，共融の有無を観測したところ，MMANまたはモノエ
タノールアミン硝酸塩(MEAN，融点51℃)を混合した場合に低融点(室温付近で液体として存在)な共融
液体が得られた。ADN/MMAN，ADN/MEANの着火性を把握するため，加熱したアルミカップに液体を滴下
し，着火の様子を比較したところ，どちらも熱分解により生成したガスが発火するが，着火性はADN/
MEANの方が高いことがわかった。また，これらの熱分解挙動を把握するため，定速昇温時の熱挙動お
よび生成ガスを示差熱-熱重量-質量分析(TG-DTA-MS)により観測したところ，ADN/MMAN，ADN/MEANで
は熱分解反応のメカニズムはほぼ同じであるが，凝縮相における熱分解反応で発生する熱量はADN/ME
ANの方が大きいことが示された。これはアミン硝酸塩を構成するカチオンの揮発性に由来すると考え
られ，着火性の違いの一因となることが推定された。 
 ADN系イオン液体の熱分解の雰囲気圧力依存性を把握するために，大気圧および減圧下での熱分解
挙動をTG-DTA-MSを用いて観測した。既存の系(ADN/MMAN/Urea)について検討したところ，雰囲気が減
圧されることで気化や吸熱分解が促進される物質があることで，発熱挙動や生成ガスに変化が生じる
ことがわかった。 
 

    ②結  論 

 
 本研究では高エネルギー物質ADNを可燃剤との共融現象により得られるイオン液体に着目した。ADN
と混合することで低融点なイオン液体を形成するアミン硝酸塩を見出した。また，熱分解反応に及ぼ
すアミン硝酸塩の物性や雰囲気の影響を観測し，着火性を変化させる因子を推定することができた。
以上の結果より，融点および着火性の観点から最適なADN系EILPsを得るための知見を得た。さらに本
知見は，ADN系に限らず，宇宙機のミッションにおける要求に見合った性質を有したEILPsを自在にデ
ザインするための基盤となり得る。 
 
                                    
       ③ 所要 費用 

      人 件 費：       
      購入材料費： 
          旅   費： 
      そ の 他：  
 

  送付先： 〒106-0041 東京都港区麻布台 2-3-22 一乗寺ビル 3階 A 

        公益財団法人 火薬工業技術奨励会事務局（Tel 03-5575-6605） 

        （Fax03-5575-6607）  Ｅ-mail : nk4@oak.ocn.ne.jp  
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