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ロケット用光学的追跡装置の時間的同期について

高速飛しょう体の光学的追跡に関する研究　第13報一

植村恒義・山谷健三郎
　1．　緒　　　言

　飛しょう中のロケットを追跡して，その航跡・速度・

加速度等の飛しょう特性を解析する方法の一つとして

Cine・theodoliteがある・この方法は，ロケットの比較

的近距離におけろ飛よう特性を精確に知るには最も有効

な手段であり欧米においては広く用いられている（生産

研究VoL・8No・10，　p・365，1956参照）・

　Cine・theodoliteにおいて，ロケットのような高速飛し

ょう体をニケ所以上で観測する場合各観測点間における

，時刻目盛の同期は最も重要な問題の一つである・

　この時刻同期の方法としては，i）各観測点の装置を

中央指令所から一括して完全な同期運転をする方法・ii）

中央指令所より時刻同期信号のみを各観測点に送り，こ

の信号を刻々の観測結果と一緒に記録する方法・iii）各

観測点より観測結果を中央指令所に送り，この観測結果

を中央指令所で一括して記録する方法等がある．このう

ちでも，i）の方法は理想的な方法であるが，ロケット

観測のように観測点問の距離が数粁から数十粁にもおよ

ぶ場合は莫大な費用を必要とする・

　またii）およびiii）においても，時刻同期信号および

観測記録の伝送方式に，有線および無線の両者が考えら

れる．

　以上の方法のうち，いずれの方法を選択するかは各観

測点問の距離による伝送特性および費用等の諸条件によ

って定まる・

　以上いずれの場合にしろ理想的な時刻同期を得るには

非常に多くの費用を必要とする・今回われわわれの行っ

たロケットの光学的追跡による観測において行った時刻

同期の方法は，経費の節約上無線により中央指令所から

時刻同期信号のみを各観測点に送り，この信号を刻々の

観測結果と一緒に記録する方法を採用した・ただし中央

指令所として東京から発射している標準電波（JJY）

を，時刻同期信号および時問目盛とすることにした・

　その結果，雑音妨害により時刻同期信号および時間日

盛として使用することができなかった・そこで通信班の

1，690kc，3Wの通信機から時刻同期信号電波を発射し，

これを中央指令所の時刻同期信号として使用した・

　以上時刻同期の重要性，方法および今回われわれが行

った結果にっいて述べる．

　2．　時刻同期の誤差と観測角誤差の関係

　高速飛しょう体を観測するCine・theodolite法におい

ては時刻同期が重要であることは緒言にも述べた・しか

し，観測装置の測角精度により必要な時刻同期の精度が

定まる．

　今，時刻同期の誤差による観測角に生ずる測角誤差に

ついて調べる・この両者の関係は，被観測体の速度，高

さ，運動方向および観測点の距離等によって簡単には定

まらない・しかし観測角を水平，垂直の各成分にわけて

観測する場合は，観測点からの角速度の各成分によって

簡単に定められる．

　今，被観測体の測角方向の速度成分をv（km／sec），観

測点までの距離を1（km），時刻同期誤差をdt（秒）と

すると，この場合の測角誤差∠θ（分）は，∠θが小なる

時に限り（1）式が成立する・したがって観測装置の測角

精度Aθが与えられた場合は，逆にこの装置に必要な時

　　d・一、｝鈴9・v°タT－…・・…一……・…・・（・）

刻同期の精度dTが求められる．この（1）式の関係をv

および1をパラメータとして第1図にしめす・この図表

は，1を単位長とした場合，Vをパラメータとしてdθ

からdT，を求め，さらにこのdTノをパラメータとして
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　　　第1図　角度誤差と時刻同期誤差の関係表

実際のdTに変換したものである・この図表を用いて，

ロケットの発射方向に対して直角の方向に4（km）離れ

た地点において，測角精度1分の観測装置で，生研カッ

パ128Jロケットを観測する場合に必要な時刻同期精度

を求める．この場合，ロケットの予想データより最高速

度は860m／secであるが，測角方向の成分は約745（m

／sec）である．したがってdθ＝1，　v＝0・745，1＝　4，とす

ると第1図の点線で示すようにdT－1・6×10　3となる。

したがってこのような観測条件においては約0・0016秒

の時刻同期精度を必要とするのである・
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　3．　時刻同期装置

　3－1方　　　法

　今回の生研カッパ128Jロケットの実験に際し，われ

われは光学的追跡装置によるロケット観測を行った・こ

の際，観測点を，ランチャーより東方約0・7kmの東観

測点，南約4kmの南観測点，北方約5kmの北観測点

の3点においた．この観測点の時刻同期の方法として，

1・に述べたよ5に標準電波を各観測点で受信し，この秒

および分信号を刻々の観測記録と同時に記録して各観測

点問の時刻同期を得ることにした．標準電波はロヶット

の発射とは無関係に発射されているが，記録装置を1分

間以上にわたって動作していれば分信号が一つ以」二記録

されるので各観測点間の時刻同期は容易に得られる．

　3－2標準電波（JJY）

　現在日本で発射している標準電波（JJY）送信所は

東京都北多摩郡小金井町にあり，搬送周波数4Mc，出

力2kW（常時）がある．この外にも定期的に2・5Mc，

5Mc，8Mc，ユOMc，15Mcの標準電波が発射されてい
る．

　標準電波は搬送波を1，　OOO　Ci，s　Ssよび秒（分〕信号で変

調した振幅変調電波である．この電波は，毎時59分か

ら00分まで音声アナウンスおよび1，　OOO　Ci．sの認識符

号．OO分から09分まで標re　1，　OOO　c／s　tsよび秒ならび分

信号による変調電波が発射され各々10分毎に繰り返さ

れる・秒信号は毎秒O・　02秒，分信腎は0・2秒間だけ電

波を停止しその次の電波発射の始点で正確な秒および分

が示される．

　3－3　時刻同期信号記録装置

　今回のロケット観測用として中古のMitchen　Cine－

theodoliteを購入しわれわれの実験に適するよう，相当

の改造を加えて使用した・この装置は有線により中央指

令所から時間信号をパルス電圧で送り，このパルスによ

って時間目盛のカウンターが断続的に動くようになって

．いる．しかしこのカウンターは毎秒5回以上は追従でき

ず，われわれの目的とするロケットの観測には不適当で

ある・そこでこのカウンターを毎秒1回転の同期電動機

に直結し，連続回転を行わせて補助の時間目盛に使用し
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　本格的高精度の時刻同期は時刻同期信号（JJY）．に

よってネオン管を発光させスリットを通して，観測デー

タを記録するカメラのフィルムの端に直接記録するよう

にした・しかしこれだけではカメラの1駒の時間に相当

する時刻同期誤差は避けがたい．したがって時刻同期の

精度を高めるためにはシャvターの露出瞬間と同期信号

の関係を示す標識が必要となる．この露出瞬間を示す厚

識（シv7ターマーク）としてカメラのシャッターに接

点を取り付け第2図の回路を用いてネオン管を点滅さ

せ，スリットを通して時刻同期信号と同時にフィルムの

．他の端に記録するようにした・

　次にわれわれが試作した15倍手動追跡装置でば，時

刻同期信号は前述のMitchさIL　Cine・theedoliteと同じ方

法であるが，目盛撮影に閃光放電管を使用Lているので，

閃光放電管と同期した標識が必要となる，この場合これ

がシャッターマークとなるのであるが，二れは閃光放電

管から直接第3図の回路でネオン管を閃光放置管と同期
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　　　　NL：シャγターマーク用水オン管
　　　　Nl：同期信号用ネオン管
　　　　SW：カメラ接点　　　　F／16　mmアィルム
　　　　H・T：高圧発生コわレ　　　S：スV。1・

　　　　F；閃光管

　第3図15倍追跡装置のシヤツターマークの回路

して点滅するよ5にした．Mitchell　Qne－theodoliteおよ

び15倍手動追跡装置のネオン管の取り付けは第4図お

よび第5図に示す・

　3－4　時刻同期信号装置の精度

　前述のような記録装置における時刻同期の誤差は，電

気的同路特性による誤差と記録ざれた信号を読み取る際

第4図　ミッチ＝ル迫跡装置のネオン管
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214

　　　　第5図15倍迫跡装置のネオン管
に生じる誤差に大別でぎる・

　電気的回路特性による誤差は10－‘秒以下であり，読

み取りの際に生ずる誤差と隼較すれば無視でぎる・

　記録された信号を読み取る際に生ずる誤差は，フィル

ムの1駒において生ずる誤差にっいて考えれば良い．こ

の誤差はネオン管の取り付けの際時刻同期信号用のネ

オン管とシャッターマーク用ネオン管のスリ7トをフィ

ルムの端に取り付ける際に生ずる取付け誤差とフィルム

上に結ばれたスリットの像の読み取りの際に生ずる誤差

の二つに分けられる．前者は取付ctの際＋分注意すれば

相当精度を高めることができる・また後者は，適当な方

法たとえばレンズ系を使用することによって，スリット

の像をフィルム上に結ばせて精度を高めることができ

る．また画面が大きな場合はより良い精度が得られる．

われわれの試作した装置はスリットをできるだけフィル

ム面に近づけて結像させるようにLてある．この場合の

読み取り精度はMitchell　Cine・thodoliteの場合は1駒の

うちの約P100および，15倍手動追跡装置では約1〆40

の誤差が生ずると考えられる・しかし，時刻同期信号は

シャッターマークを介在すろので1台の装置としての誤

差は2倍となり，それぞれ駒の1、50および1120の誤

差となる．今回はMitCh・ll・Ci…th・d・iit・は撮影速度

毎秒20駒，15倍手動追跡装置では毎秒8駒であるので

時刻同期の精度はそれぞれ111000秒および1〆160秒と

なる．ただし，この方法における時刻同期信号の記録装

置で，十分注意をすれば1駒の5ちの1！100の精度を得

ることは不可能ではなく，12000秒の時刻同期の精度を

得ろことは因難なことではない．

　3－5　受　信　機

　標準電波を時刻同期信号とT．．て使用するのであるが，

標準電波受信用の受信機は普通の2バンド，スーパー方

式を採用した．受信機の全利得は受信地の状鯵，地形等

によって一概に求められない．そこで，予備実験とし

て現地で標準電波を受信し，受信機の全利得を決定する

ことにした．

　受信機は，時間および経費の節約上，市販の部品を使

用することにした・ただし受信の目的は，秒および分信
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号で変調した1，000c！sの信号波であるから，必要とす

る帯域幅は2kcあれば十分である・そこで中閥周波ト

ランスは市販のうちで特に帯域幅の狭いものを使用する

ことにした．また標準電波の秒および分信号によってネ

オン管を点滅させるには，秒信号によって点灯する場合

と消灯させる場合の二通りが考えられるが，われわれの

場合は記録装置の都合上，前者の，信号によってネオン

管を点灯する第6図の回路を使用した・
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　　　　　第6図　ネオン管点滅回路

　この回路では低周波の出力として約1Vを必要とす

る．また信号によって点滅するネオン管は普通の市販の

パイロットネオン管で，入力電圧は約100V必要である・

　4．　■予備実験

・今回のロケット実験に際し標準電波（JJY）を用い

るのであるが，標準電波発射局（東京）と受信地（秋田）

間の距離は約500kmであり・しかもJJY発射局の出

力は2kWであるため相当電波は微弱になる．この場合

受信地の電界強度は受信地の地形および空中状態等の影

響により簡単に算出することはできない・そこで予備実

験として，低周波出力段までの利得が約105dbの高周

波1段，中間周波1段，低周波1段，増幅にネオン管点

滅回路を付加した受信機を試作して現地で1956年8月

13日から3日間にわたって．午前8時から午後4時まで

試験的に受信した．その結果9時頃から10時頃までの

約1時間を除き受信することができた．しかし空中状態

は季節によって変化するので確実なデータとして使用す

ることはできないが，実際に時刻同期信号として標準電

波を受信するための受信機を設計するのに参考になっ

た，この結果を用い受信器の低周波出力段までの利得

140dbとすることにした・

　5・　時刻同期装置の使用結果

　5－1　カッパ128J－Sロケット実験の際の使用結果

　1956年9月に秋田で行ったケロット実験の際には，各

観測点で標準電波を受信することはできたが．観測装置

を作動すると強烈な雑音が入り標準電波を時刻同期信号

として分離することがでぎなかった・

　この雑音は直流電動機，閃光放電管，シャ7ターマー

ク用回路等から発生していた．ただし強力な電波，たと

えば受信地より約3Dkm離れた1kWの放送局JOTR

　（ラジオ東北）の電波などを受信する際には妨害とはな
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らなかった．そこで通信班が使用していた1，690kc，3W

の通信機より1，100c／sで振幅変調した電波を1秒間0・

N，その後の4秒間OFFの方式により発射しこれを時

刻同期信号として用いた・

　この結果はやはり十分なS／Nを得ることができず，

また標準電波を受信することを目的としたため利得が高

過ぎ，ネオン管点滅の調整が困難であった．そのために

満足な時刻同期信号を記録することはできなかった・

　5－2　カツパ128　J－・Tロケツト実験の際の使用結果

　前述のように時刻同期信号として標準電波を使用する

ことは雑音妨害のため，期待した結果が得られなかった・

この場合，雑音を完全に消すことが理想的なことである

が，それには非常に多くの時間と費用を必要とする・し

たがって雑音をできるだけ少くすると共に信号電波とし

て3Wの送信機を使用し，さらに受信機については低周

波段にband　pass　filterを付加した・この丘1terの中心

周波数が1，100c／sであるため，　L，　Cを用いたものは

使用しがたく，C，　Rを用いた並列T型回路を使用した・

並列T型回路を第7図に示すような帰還増幅回路に使用
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第7図並列T型filterおよびネオン管点滅回路

100K

した場合は，周知のように急峻な周波数特性を有する

balld　pass　filterとなる．今回われわれが使用した回路

特性の一例を第8図に示す．
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＼

O．8　　0．9　　1．0　　1．4　　12　　1．3　　1．4　　／5　　1．6

　　　周波数∫（K．C）

並列T型filterの周波数特性

問だけ電波を発射するようにした・この信号方式を用い

ると標準電波の場合と逆相である．したがってネオン管

点滅回路として第7図の回路を使用した・

　以上のようにカッパSロケット実験に使用した受信機

を改良してカッパT実験の際に使用した・結果は前回と

比較すると相当良好であるが完全なものではなかった・

その原因は、受信機の帯域幅が狭く，かつ，局部発振の

発振周波数が不安定であるため，同調がずれて完全な信

号電波を受信することができなかった・

　6・　結　　　言

　ロケットのような高速飛しょう体を2点以上の観測点

で観測し，その飛しょう特性を求める場合の時刻同期の

重要性について述べ，今回の生研カッパ128Jロケット

の実験に際し，われわれが行った光学的追跡装置による

観測に使用した時刻同期信号および信号記録装置にっい

て説明した・次にこれらの装置の使用に際し期待した完

全な成果を得ることができなかった・しかしこの報告は

まだ研究の途上であり，今後研究すべき多くの問題が残

っている・最後に，この実験に際し終始ご協力下さった

丹羽助教授ならびに高中助手に対して深く感謝する．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1957．3．27）

正誤表（3月号）

頁 行段 種別

ノ

12

R6

左〃　29

R0

R1
@〃〃〃・3233

〃

41

T2

T4

T8

V
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〃　〃　〃

正

　　　植村恒義
ロッド（連結棒）

燃焼状況

・一，・tl．μ葦1）・・8

1B
I）max／1）mmn　5．4

Ap：プリ・一ポートエリア

（e）

角速度（φ）

÷÷φ・－Akg・

・・………・ bamera　Data

　1！21／2。。秒

高木　昇
瞳中線出力を……

カウンターポイズを取除き

山谷健三郎　技術研究生
専攻光学機丁学
内藤　茂　技術研究生　専
攻光学機器学

誤

　　　梅村恒義
ロケット

燃状況

・一々・誹（1・F」4亘　　Ao）…

lll

　O．4

AP：燃焼表面積
（h）

角速度（φ）

⊥1レ君kgm
2　9

　　＿Camera　Dat
　1／21／29。秒

丹羽　登

空中除き，線出力を・…・・…

カウンQ一ポイズを取空中

線一…・・

（脱落）

内藤茂同．，ヒ専攻同
上
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