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生研50m水槽レンジに海けるペンシル・ロケットの飛翔実験

一ペンシ．ル300，2段型ペンシル，無尾翼ペンンノレ。ロケットー

糸　　川　　英　　夫

　1．　生研50m水描レンジ

　ペンシル・ロケットの最初の飛翔試験は東京都下国分

寺の10mレンジで行われこの結果についてはすでに前

報告（生産研究，Vo1．7，　No．8，1955年8月）に詳述さ

れた通りである．この実験終了と共に同レソジは住宅
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　現地調査の結果，巾，全長，深さ共にロケット・レソジ

として適当であり，鋼板も十分な厚さがあるものと判定

され，所属部局である第2部の了解を得て多少の手を加

えることになった．この決定は30年5月6日で，工事完

成の目標は5月ユ5日であった．工事の主なものは，多

年不使用の状態にあり荒れているのを清掃すること，お

よび，ダーミナ几に砂壁をつみ上げる工事が主である．

実際にペソシ7いロケット用レンジとして実用し得る段

階に完成Lたのは30年6月2日で，第1図（a）がそ

のでき上りである．

　50m水槽レンジ諸元　有効全長　30m，巾　2．5m，深

さ1．4m，鋼板厚さ7mrn，砂壁ターミナノL高さ4m，以

来30年度において前に行われたペン・・7・］L水平飛翔実験

は以下のような項目についてである．

　2種類のテストが行われた．

テスL次に有効全長をフルに使ったテストである．

　砂壁ターミナ7レのテストは30年5月28目にペン・7

ルー30Sを用い，3mラyチャーで水平距離7．85mで水

平飛翔試験を行った・その結果砂面の傾斜が急しvんす

ぎて，埋没後のロケットを掘り出すときに砂面が次々に

なだれ現象を起し，発掘が困難なことが判った．この対

策として，砂面を4段ないし5段の階段型にし，全体の

傾斜を下げることが提案され，この工事後，30年6月2

日に第2次の飛翔テストを行った．

　実験は第1次テストと同じ条件でPencil・Full－32S，

35S，30S等を用いて行われ，この結果は埋没深さ（水

平方向）約lmで回収は容易になった・これで水平レソ

ジとして使えることになり，次には全長飛翔試験を行う

ことになる，

　このテストは30年6月2日PM4．30　Pencil・Fu1レ30　S

を用い，3mラソチv一を水平レソジの最後部において

行われた．有効水平距離は約30mで実験は小雨の中で行

われ，分散はx＝＋120mm，7＝－310mmで予想より少

なく，30mまでの試験に供されることが明らかになっナニ．

　3．　ランチャー無しの飛翔試験

　国分寺テストではラソチャー長さを3mから50cmま

でかえて分散度の測定を行ワたが，この結果によると，

5〔㎏m長さでもなお相当に安定であるので，さらに極端

なケーXとして，ラyチャー無しの水平飛翔試験を行い

thrust　linemisalignmentによる分散不安定現象の極限

を見よラとの計画が立てられた・

　実験は30年6月9日のPM　5，10およびPM5、40の

2回にわたりPencil－Full－30　SおよびPencil－Full－20D

を用いて実行された．ターミナルからラソチyグ点まで

を7mとし，第1次テストはPencil－Full－30　Sの先端と

ラyチャー先端と一致ざせた．すなわちこの場合は有効

ラyチャー長さがC．G．までとして約100mmあったわ

けである．分散は　x＝－15emm，　z＝－160mmで案外
少なかった・

　ω　レンジ性能テストのための飛翔試験

　②　ラyチt一なしの飛翔試験

　（3）無尾翼ぺyシノいロケフト

　（4）ペソシノし一300（発煙系研究用）

　⑤　2段ぺyシル。ロケット（staging研究用）

2．　レンジ性能テストのための飛翔試験

　　　　　　　　　　　　最初に砂壁ターミナルの
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　第2次テストではPケット先端がラyチャPt一先端より

140mm突出した状態で行われた・すなわちC．　G．位置

からいうと完全tS　zero－length－－launchingあるいは多少，

negative　1ength－！aunchingになっている．分散はx・＝

50mm，2－＋620mmで従来のものにくらべては大きい

が，なお相当に安定であると結論を得た，

　4．無尾翼ペンシル・ロケット

　前記zero－！ength－launcherによるテストが，分散は

やや大きいがunstableではないので，　unstableになる

極限を現出させるために，ぺyシル・ロケットの尾翼を

全部とり，しかもラソチャー長さzeroという思い切っ

た試験を30年6月24日に行った．水平距離は7mとした・

この結果はunstableで，ロケットは重心周りに前後に回

転しつつ飛んだもようで，ターミナルで尾端から砂面に

入り，ノーズは砂面突入時の曲げ応力のために切れ約

　　　　　　　　　　　　　　　　　45°右上方30cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の所に没入して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　いた．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　分散はx＝＋

　　　　　　　　　　　　　　　　　250mm，　2＝＝十

　　　　　　　　　　　　　　　　　1，000mmである．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　こういうrota－

　　　　　　　　　　　　　　　　　tionを起すun－

　　　　　　　　　　　　　　　　　stable　motion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の臨界値をきめ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　るために尾翼面

　　　　　　　　　　　　　　　　　積を3／4，Y2につ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　めたものを作っ第1表付図　ペンシル300，70°発射飛
　　　　　　翔径路　　　　　　　　てテストする計
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　　　　　　　第1表
t　dVx／dt　dv2／dt　Vy　　v。　　v　　M

（sec）（m／sec2）（m／sec2）（m／sec）（m／sec）（m／sec）

0　　　473．72

0．01　　479。9

0．02　　483．7

0．03　　487．8

0．04　　491．5

0．05　　495．2

0．06　　498．6

0．07　　－0．374

1．07　－0．32

2．07　　－0．279

3．07　　－－0．235

4．07　　－0．168

5．07　　－0．141

6．07　　－0．113

7．07　　－0．106

7．99　　一

1276．6

1283．1

1288．1

1295．4
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1310，2
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－10．38
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画が立てられたが，その後，他のテストとの振り合いか

ら中止され，現在まで行われていない．

　5．ペンシルー300

　秋田における垂直打上げテストには光学的追跡系が用

いられることになっており，これに備えて有効な発煙系

をきめる必要に迫まられていたので，ペソシル・ロケッ

トを用いて予備試験を行うことになった・ペソシルー300

はこのため先端部に発煙剤を入れる　（smoke－nose）室

を備えるために全長230mmのペソシル長さが320mm

に伸びたものである．（第2図参照）

第2図ペンシルー300

　発煙剤は山本裕徳教授の示唆で四塩化チタyを用い，

これを先端の室に入れ，側方に0．5mm径の孔8ケをあ

け，なお先端にラム圧用として径1mmの孔をあけた．

　i飛翔試験は30年6月6日および30年6月29日の2回

行われ，30年6月6日のテストではカメラ撮影は失敗

したが，発煙状況は実用になるものと判定された・30年

6月29日のテストは発煙不良で，側方孔がゴミでつまっ

たものと想豫された・以上の経験によって，四塩化チタ

y取扱者にゴム手袋，ビニールコート，ゴム長靴が必要

なことや，小孔のチェヅクが必要であること，また四塩

化チタソ注入器を特に作る必要性，注入後の孔をふさぐ

方法など細かい実験技術が習得され，秋田におけるペソ

ペンシルー30070度飛翔角上昇計算結果

0　　　0　　　0　　　0

4．74　　12．77　　13，6　　　0．04

9．54　　25．60　　27．32　　0．08

14．38　　38．48　　41．08　　0．13

19．26　　51．43　　54．92　　0．16

24．18　　64．46　　68．85　　0，202

29．13　　77．56　　82，85　　0．24

34．12　　90．74　　96．94　　0．28

33．75　　79．94　　86．77　　0．255

33．43　　69．38　　77．00　　0．227

33．15　　59．00　　67．68　　0．20

32．91　　38．78　　50．86　　0．15

32．74　　28．78　　43．59　　0．13

32．60　　18．84　　37．65　　0．112

32．49　　　8．98　　33．80　　0．10

32．40　　　0　　　　　32．42　　一

　D
（kg）

0

0，0003

0．0012

0．0027

0．0048

0．0078

0．0146

0．0262

0，0202

0，0158

0．0118

0．0064

0．0046

0．00316

0．0027

　　　　　　　　ご

（m）　　（m）

　0　　　　0

　0．024　　　0．064

　0．095　　　0．256

　0．166　　　0．448

　0．334　　　0．898

　0．552　　　1．477

　0．819　　　2．187

　1．135　　　3．029

35．08　　　88．37

68．67　　163．03

101．96　　227．22

134．94　　281．11

167．77　　319．89

200．44　　343．70

232．99　　357．61

262．83　　361．35

シルー300垂直上昇飛翔テスト

成功の基礎ができたのである・

　秋田におけるopen－testは8

月5日から9日まで行われたが

このために飛翔角70°として上

昇飛翔径路の計算を行った結果

は第1表の如くである・

　6，ペンシルー一　300の秋田に

　　おける飛翔試験

　前記上昇性能計算の結果およ

び分散計算の結果からラyチャ

ー一 ﾌ長さは1．5mで十分である

との結論を得，第3図のような

可搬式で可変角式のラソチャー一

を設計し，これを秋田の飛翔試

験に用いた・

　秋田におけるぺyシルー300

飛翔試験の目的は下のようなも

のである．
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　（1）耳ケヅト試験場としての秋田道川海岸の諸条件の

　　実地検討

　（2）野外上昇試験の訓練

　（3）発煙装置の試験

　（4）光学的追跡系按術の研究および訓練

以下にその記録を記す．

実験期日　1955年8月4日～8月9日

実験場秋田県由利郡岩城町道川海岸

実験班の編成は下記の通りである．

　総指揮糸川英夫
　Pケット班（ロケットをラyチyグするまでの作業）

　　　　　吉山　巖，磯田正明，垣見恒夫，金沢磐夫

　ラソチャー班（ラyチャPtのsettingおよびラyチyグ）

　　　　　吉山　巖，中村　巌，秋葉鎮二郎

　観測班（飛翔径路観測）丸安隆和，水野俊一，大島太

　　　　　市，高橋義人，中島国明

　カメラ班（ロケットの飛翔撮影）山本芳孝

　通信班（ウォーキートーキーで海上との連絡ならびに

　　実験各班の連絡）横田和丸，長谷川毅，海上保安部

　　職員

　記録班（実験経過の記録）山口文二，寺田光一

　連絡班（気象台海L保安部警察への連絡）吉永博文

　警備班（実験中の陸ヒ警戒ならびに傭入，宿泊，物品

　　購入，花火打上の準備）鈴木亀雄

　輸送班（トラックで人員，資材の輸送）今井京一

　設営班（電力工事，ラyチャー土台，倉庫の建設）

　　　　　新井久男

　救護班（秋田県立病院）

　ほかに海上警戒のため秋田海上保安部の巡視船，警備

艇の参加，陸上警戒のため本荘警察署，道川消防団が参

加した．実験開始終了には打上花火を使用した．

　実験開始に当り下記の準備工事を行った，

実験器材格納用の倉庫一棟建造，本部用幕舎の設定，旗

旛掲揚のためのポ・－7レの建設，警戒線の杭打ち，100V

交流電源の引込み線工事．

　実験場における通信連絡状況は下記の通りである．

指揮所よりの指令伝達のためスピーカー4個を使用．指

揮所各班問の連絡はウォーキートーキーを使用・秋田市
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　道川間の連絡はトラヅク1台乗用車1台を使用，道Jll近

　距離間は自転車5台バイク2台使用，道川一西千葉聞は

　鉄道電話使用．巡視船ならびに警備艇との連絡は海上保

安部より実験場へ派遣の無線班担当．

　観測班はラyチャー東南，南方，西南方の3地点より

観測した，カメラ班は16mm撮影機を用いて，　No．1，

No・2はラyチャー東南方約　10m，　No．3，　No．4，　No．5

は南方100m，　No・6は南方200mから撮影した．

　実験時刻は現地当局と話し合いの上，午前10～12時，

午後2～4時の聞とした．

　実験経過は下記の通りである．

　8月5日　実験打合せ、

8月6日　午前中実験予行演習を実施，午後ペソシルー

　　　　　300，No．1，　No．2試翔実験を行った．

　8月7日　休　日

8月8日　午前中No．3，　No．4，　No．5の試翔実験を行

　　　　　った．

8月9日　撤収，離秋す．

　実験実施要領は下記の通りである．

　（1）B旗係待機，（2）花火係待機，（3）B旗掲揚，巡視船B

旗掲揚，（4）海上ならびに陸上警戒，（5）ラソチャー角度チ

ェック，⑥ラソチャー－ew道に油塗付，（7）プPペラソト

charge・（8）観測班準備状況チェック，（9）イグナイター一電

源電圧チェック，⑳発煙剤（四塩化チタソ）注入，⑳イ

グナイターり一ド線結線　導通チェック，㈱花火打上

（発射3分前），⑬ラyチャーカバー外し，㈹陸上海上警

備状況チェヅク，⑮発煙孔用セPtテー一プ外し，⑬全員退

避，⑰発射．

　飛翔状況は下記の通りである．

　ペンシルー300No．1

　8月6日午後2時20分発射風向東南東，風速5．7
m／sec，翼角2．5°，発射角70度，ラソチャーの長さ1．5m，

発煙剤は四塩化チタyを使用した．

　飛翔状況…発射直前（全員待避後）ペソシル固定用ビ

＝一ルテープ剥離しペソシルがラソチャー後端より地上

に落下，これに気付かず点火したためペソシルはラソチ

ャー一左後方砂浜へ1回跳躍して20mの距離に落下した．

プPtペラyトの燃焼は完全であった．

　ペンシルー　300No．2

　8月6日午後3時32分発射成功翼角0度，発射角
70度，ラyチャーの長さ1．5m，発煙剤は四塩化チタy

を使用した．

　飛翔状況・発煙状況良好，海面に落下するまで完全に

肉眼で航跡を捕えることができた・観測班カメラ班共

に観測に成功した．飛翔時間16．8秒，

　ペンシルー300No．3

　8月8日午前10時17分発射成功天候，晴，気温

28・1°C，層雲発生，風速3．6m／sec・翼角0度発射角

15
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70度，ラソチti　・“の長さは’1．5m，発煙剤は四塩化チタ

ソ使用，発煙孔8ケ・

　飛翔状況…発煙状況良好でカメラ班　観測班ともに観

測に成功した．この実験は公開した．

　ペンシルー300No．4

　8月8日10時50分発射成功気温30・2°C，乱雲40

％．翼角0°，発射角度70°，ラyチャーの長さは1．5m，

発煙剤は四塩化チタン使用，発煙孔4ケ・

　飛翔状況…発煙状況良好でカメラ班　観測班共に観測

に成功した．実験を公開した．

　ペンシルー　300No．5

　8月8日11時32分発射成功．気温34・0°C

乱雲発生40％．翼角2．5度，発射角70度，

ラyチャーの長さは1．5m，発煙剤は四塩

化チタソを使用，発煙孔は4ケ．発煙状況騙

慧撫轡に観瀬功しL
　ペンシルー300No．6

　8月8日午後2時15分発射成功・気温
35．1°C，乱雲10％，雲高1，　500m．翼角2・5度，発射

角80度，ラyチャーの長さは1．5m，発煙剤は四塩化

チタy使用，発煙孔は4ケ・

　観測班カメラ班ともに観測に成功した．大体の計時は

最高点が7．8秒，落下点が16・9秒であった1

　7．2段ペンシル
　ベビー・ロケヅトの計画の進展に伴い，当初1段式で

スタートしたペビー・ロケットはラyチャー長さを短く

する必要からブースターを必要とする2段式になること

が，30年5月4日頃ほぼ明らかになったので2段式ロ

ケヅトの設計に必要な基礎資料として下の事項を解決す

ることになった．すなわち

　（1）二つのPケヅトの接合および分離の方法，構造

　（2）ブースター燃焼直後，または適当な時間間隔をお

　　いて主ロケットエソジソに点火するための時限系

　（3）i飛翔中に主ロケットエソジソに点火する方法，そ

　　の点火系

などである．そこでペソシル・Ptケヅトを用いてこれら

の基礎的研究を行うことになり，前に2段ぺyシルの計

画が立てられた．その設計方針は下のようである．

　（1）ブースターとしては標準のべyシル（全長230miP

　のもの）を用いるが燃料としてはpencil－half用のもの

を用いる．これで空いた前半部の空室を電源，IJレーそ

の他の系を収容する室に用いること．

　（2）主ロケットは，標準のペソシルを用い，ただし，

後端部に接合金具を新設する・

　（3）ブースターの点火は従来通り地上の電源で行う・

　（4）主ロケヅトエソジソの点火は，ブースターの前半

部空室内に，少型電池，時限装置または加速度りV一を

装備し，rocket－bornの電源系で行う．

　（5）上記rocket－born点火系のほかに，遅延時間式イ「

グナイターを研究し，ブースター，主Ptケットを共に地

上電源で点火する方法の研究をも平行して行う・

　⑥分離は主ロケヅトエソジソの噴射による圧力で行

わさせる．

　以上の方針が30年5月4日に立ち，これに基いて第

4図のような2段式ペソシルができ上ウたのは30年6

月22日である．

　7．1ペンシル・ロケット自蔵用電源の研究　主Ptケ

ットエyジソを空中で飛翔中に点火するための電源を研

rnA

500

400

500

2DO

100

「

第　　4　　図

學曙懇流増幡一
　　　　標準樹汽

1234b67891011121514朽1ら17t819
　　　　　　　　　　　　　　　　m．riee

第5図　ペンシル・イグナイター消費電力実験結果

究するに先立ち，ペソ　　56

シル・イグナイターの　　54
　　　　　　　　　　　52
消費電力テストがテス　5．O　50

トスタソド内で行われ　46
　　　　　　　　　　4　6
た．第5図がこの結果　4．4

で通電時間12m．　sec～　42
　　　　　　　　　　4．o　4oo
19m．　secで電流は400　VMA

mA前後であることが

明らかになった．この
　　　　　　　　　　ユσ500消費電力から必要電池

の研究が，和光電池K

Kで行われた・電池と’

しては各種の候補が上2・020

がったが結局ラジオゾ

yデ用に気象台高層課

が研究中の注水式電d．o

池＊が小型かつ軽量の　第6

点で採用された・

易 蝋

60　　120　180　240　300　560　420

図　ロケット用和光式注
　　水電池特性

でき上り諸元は次の通りである

＊’ q野三郎”最近の特殊用電池”電気化学
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第22巻
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第8巻　第4号

　　　大きさ　　11mm×10mm×35mm角型

　　　重　量　　7．　29

　　　特性　　第6図
　7．2加速度リレーの製作　　ブースター点火後ブース

ター燃焼中はロケット全体に一定の加速度が加わり，燃

焼直後に加速度がzeroになる，この加速度の変化を利

用して主Pケットエソジン点火系の回路を開閉する方法

が，三栄通信機工業会社成田技術部長によって考案さ

れ，試作された．その概要図，諸元性能は図の如くであ

る．

　　　　　　麟⑤毘　1．．、，

　　　第7図加速度リレー組立図（単位mm）

①銀接点、②ペークライト，③スプyング鋼板，③シ
リンダー（黄銅），　⑤ピストン上部は鉛，下部は黄銅，

⑥10ck用ピア／線，⑦スプリング〔ピアノ線）

　　　　　　　　　　　　　409用

作動開始の加速度　　　　　26．7g

作動中の加速度の許容範囲1007～127

接　点　圧　力

ピストンの重さ

作　動　時　間

最大接点間電圧

重　　　　　量

安全用　lock

　10eg

　109
5，88msec

50VD，C．

　159

　60g用

　609
150g－25野

　1009

4．15g

3，7msec

50VD．C．

　ユ09

常時ピアノ線を挿入しスPt　一トの

際自動的に抜ける様にする．

　7・5飛翔試験2段ペソシル・ロrットの飛翔試験は

30年6月22日，同29日，同7月6日の3回に亘って行われた．

　その結果，加速度リレー注水電池のrocket－born系は

事故が多く成功率が少ないことが判明した・事故の大半

は注水電池の動作の不十分なことで，その原因としては

ブースター燃焼中の加速度のために電池間の水分が一方

127

に片寄り，電極の大部分が乾燥状態になること，注水電

池の時聞特性が狭いので，時間の経過と共に動作力不安

定｝．こなる二と，電源をロケッb内部に自蔵するために，

短絡その他の事故にょワて暴発の危険のある二とがあ，1

られる力加速度リレーの作動は良好で，有里とみられた

が結局全体的な判断からこの方式はgive　UPされ，遅延

時聞式イグナイターの使用こよる

地上電源方式が採用された，この

方式で問題になるのは遅延時聞の

決定で，ブースター燃焼時聞より

長めにとる必要がある．実際には

70msec時聞のものが用いられ，大

体成功したが，一度ブースターが

点火せず，主ロケットェyジソの

み点火したためにブースダーが後

方に飛んだ椿事があワた．地上電

源方式ではロケットの自発的点火

の危険はないが，主エソジソ，ブ

ースターが平行的に点火されるの

で，一方の点火に無関係に他方が

点火され，このために前記のよう

な事故を起す危険がある，

　全体的判断としてはやはり，遅

延時限イグナイターを用いる地上

電源方式が安全確実とみられ，ベ

ビー・ロケットの設計はこれで行

うことに決定した．

　2段式ペンシルの飛翔性能計算

は30年5月11日に第1次（1）（銭）

同19日に第2次（2）（銭），同6月

欝

鍵歎羅 蒸

第8図　2β愛式ペ
　　　　　ンシノし

3日に第3次（3）（中村）計算書がそれぞれに作製されて

いる．その要旨は第9図～第14図a）如くである、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔1956．3、3）

・10

肇．・o

計

求単梱翔距題．

第　　9　　図

重量　　燃料重蚕　　燃焼時P°　推力
（9）　　　（9）　　　　（sec）　　　Ckg）

ロケット本体

ブー　ス　ヌH

発　射　　角

relay　time

202　　　　12，9

140　　　　6，5

　0°

　Osec

0。06　　43．5

e．06　　21．75
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第　　10　　図

重量　燃料重量　燃焼時間　　推力
（9）　　　（9）　　　　（sec）　　　（kg）
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　　　第　　11　　図

全長直径重量燃料重量燃焼時間推力
（mm）（mm）（9）　　（9）　　（sec）　（kg）

体一角隣タ㎜
ソス射廿

ゲp　即
・ブ発re 225　18

203　18
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　　　第　　12　　函

全長直径重量燃料重量燃焼時間推力
（mm）（mm）（9）　　（9）　　（sec）　　（kg）
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ソス射d

ゲF　町・ブ発re

18

225　18

203　18

　　750

192　　　　12．8　　　　0．06　　　　42．7
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　　　第　　13　図

全長直径窟量燃料重量燃焼時間推力
（mm）（mm）（9）　（9）　　（sec）　（kg）

体一角本タ㎜ト
ツス射廿

ケp　好ロブ発re 225　18

203　18

　　00
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　　　第　　14　図

全長直径重量燃料重量燃焼時間推力
（mm）（mm）（9）　（9）　　（sec）　　（kg）

体一角亨㎜ツス射廿
ケF　好ロブ発re 225　18
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文
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（1）‘‘BoosterをつけたPenci1　RocketのTrajectory

　の計算およびBooster無しでOpen　Testを行うた

　めの安全領域の計算”昭和30年5月11目，生研
　糸川研究室報告

（2）“Pencil　RocketにBoosterをつけて3米ランチ

　ャーより水平および75°に発封したTrajectory”

　昭和30年5月19日，生研　糸川研究室報告
（3）“Pencil　RocketにBoosterをつけて3米ランチ

　ャーより水平および75°i発射したTrajectory”昭

　和30年6月3日，糸川研究室報告


