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固 体 燃 料

村　　田 勉

　1，緒　言　　Pケットの推進用に使用される固体燃

料は普通いわゆる火薬類に属するものである．火薬類

ば，その爆発分解機構によりてさらに狭義の火薬と爆薬

　どに分ける．火薬とは燃焼（combustion，　deflagration）

をなすものであり，爆薬とは，爆轟（detonation）をする

ものである．Ptケヅト用固体燃料は，この中の火薬でな

ければならぬ．もし燃焼すべき火薬がなんらかの理由で

爆轟を起したら所望の推進作用を発揮しないで，破壊作

用を呈することとなり，全く目的に副わぬぼかりでなく

甚だしい危険を伴う・

　燃焼とは反応熱が伝導により遂次隣接層を発火点に高

めて進行する分解反応か，または反応生成活性粒子の拡

散衝突により分解が進行するものであり，爆轟とは衝撃

波の伝播を基礎として分解反応が進行するもので，その

衝撃波は分解反応エネルギーで支持されるため衰えない

で高速をどこまでも保つ．その速度は常にその固体自身

の弾性波の速度より大きい．

　燃焼の速さは燃速（burning　rate）と云い，爆轟の速

さは爆速（detonation　velocity）と云う．前者は大気圧

下では僅かに数mm／secであるが，後者は7，000m／sec

程度に達するものが珍しくない．

　さて，本稿では爆薬についてはぜんぜん触れず，もっ

ぱらロケット用固体燃料としての火薬に関して，燃焼特

性や実用されるものの種類や製造法等を簡単に述べr（み

たいと思う．

　2．、ロケット火薬の燃焼　’ロケットエソジソの燃焼

室内における燃焼圧力は普通の砲や銃の薬室内の燃焼圧

力よりもずっと小さくなければならぬ．そして圧力の時

聞曲線はなるべく平らであるこΣが望ましい．そのよう

な要求を満たすために砲の場合には起らない困難さに遭

遇することが多い．

　砲においては，砲身，弾丸の要求性倉ilに応じて発射薬

を設計することが体系化している．1）しかしロケットに

おいては現在いまだ理論が火薬化学者の設計を実際的に

助けるに十分でない．

　さて固体火薬の燃焼は表面で起り，かつ各点で表面に

垂直に進行するから，ある時聞後の燃焼表面は始めの表

面に相似形である・したがって火薬の燃焼は平行燃焼と

呼ばれる．

　燃焼を起させるには，点火薬を用うる．点火薬の火が

本体火薬り全表面に拡がる現象を伝火と云う．伝火の速

度は燃焼の速度に比してずっと大きいから，普通は伝火

が瞬聞的に行われると考える．然しながら実際には火薬

の装墳条件や点火薬の条件によっては瞬間的でない伝火

の場合もあり得る．

　火薬の線燃焼速度は次の4つの要素に影響される．

　　（a）火薬の組成　　（b）燃焼圧力

　　（c）火薬の温度　　（d）燃焼面の上のガス速度

　そこでこれ等4要素につきまず簡単に説明しよう．

　（a）火薬組成の影響　火薬組成とは製造の際配合す

る各種化学物質の割合の他に揮発分や水分があり，また

さらに火薬としての膠化状態や密度が燃焼速度に影響す

る．したがって一般的に火薬組成と燃焼速度との関係を

直ちに数式化することガ困難である．ただし火薬の燃焼

温度は火薬組成から熱力学的に計算され得るから，それ

と燃焼速度との関連を求むる行き方が最も妥当と思われ

る・この方面ではフラyスのMuraour2）の研究が広範

囲の組成を取扱っていて優れている．しかしそれでもま

だ相当に不満足である．

　（b）燃焼圧力の影響　燃焼圧力は燃焼速度に最も大

きい影響を有する．それは燃焼により生じた火薬ガスの

圧力が高くなれば，活性ガス分子の未燃焼火i薬表面への

衝突i数が増加するからである．

　膠質無煙火薬に関しては圧力をP（at血）とし，燃焼速

度をu’（c剛sec）とするとき，次の3つの表現式が一般

に使用される．

　　　　κ一α＋bP　　　　　　　　　　　　　（1）

　　または

　　　　zo＝6」汐゜　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　（2）

　　あるいは

　　　　en；a⊥bpc　　　　　．　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）

　砲用火薬の如く圧力が2，000　・－r．3，000・atm　・の高圧で燃

焼する場合には（1）式が適当であるが，vケット火薬の如

　　　　　　　　　　tく100　一一　200　atrFtの低圧で燃焼する場合には（2）』または

（3）式が適当である．それは燃焼機構が高圧と低圧とで

は若干異なるからである．

　（C）火薬温度の影響　火薬の温度ガ高いほど燃焼速

度が速くなることはすでに古くから知られていたが，比

較的に合理的な式はGeckler　and　Sprenger3）によって

導かれた次式である．
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　　　　W＿W／oe9（T・－T’・）　　　　　　　　　（4）

ただしT。は火薬の温魔T。’は基準温臨ZV・tは火薬

温度がToノの時の燃焼速度である．

　そこで燃速の温度係数τを次の如く定義すれば，

　　　　τ＝（∂lnW／∂To）P　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

（4）式から

　　　　τ＿S　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

を得る．

　（d）　ガス流速の影響　火薬の燃焼しつつある表面に

平行なガス流速が増加するほど燃速も増加することは比

較的最近に認識されたことである．この現象は焼蝕燃焼

（erosive　burning）と呼ばれる・

　いまガス洗速0のときの燃速をWoとし，火薬ガス中

の音速を火焔温度Tfのときarとすれば，火薬ガス

の流速Uのときの燃速ωは大約次式で示される．

　　　　w／w。－1＋々。（u／af）　　　　　　（7）

　もしVケットエyジソの内壁と固体燃料の外径との間

隙が狭過ぎたり，燃料としての管状火薬の内径が薬長の

割に小さ過ぎたりした場合は流速Uが大となりエロー

ジョyが烈しくなる．

　この火薬自身のerosionを起す現象と，　vケヅトのノ

ズルが長時間燃焼ガスに曝されてerosionを受けること

とは問題が別である．

　一例としてTノ＝2470°Kのとき町一9．6×104cm．　sec－1

でlea　＝＝　2．47である．

　3．　各種固体燃料の燃焼特性　　ロケット用固体燃料

としては膠質無煙火薬が主であるが，その他に過塩素酸

塩を主剤とするもの，硝酸ソーダとピクリソ酸アyモy

混合物，硝安を主剤とするもの，あるいは黒色火薬系等

が用いられる．しかし実際には所望の燃速と推力の適合

性ならびに貯蔵中の燃焼安定性の信頼度から無煙火薬系

と過塩i素酸塩系　（Galcit系等）が各国とも主用されて

　　　　　第1表JPNの組成と燃焼定数

組

成

燃

焼

定

数

Nitrocellulose（N＝13．25タ6）

NitrOglyCerin

Diethyl　phthalate

Ethyl　Centralite

Potassium　sulphate

Carbon　black（added）

Candelilla　wax（added）

爆　　発　　熱　　　職

燃　焼　温　度

燃焼式中の定数（25°Cで）

　　　　　　b

c

τ

51．5％

43，0　〃

3．25〃

1．0　〃

1．25〃

0．2　〃

0．08〃

1230cal／gm＊

2930°C

0．0913cm／sec

O．69

0．0038°K－1

＊爆発熱は定容の場合でかつ反応生成物中の水は液状

としたときの値である．
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いるようである．

　アメリカの代表的なロケヅト火薬たるJPNは典型的

な膠質無煙火薬であるが，その組成と燃焼特性定数は，

第1表の如くである．4）

　『また別にCrawford等5）はHES　4016と称する火薬

につき，340atm以下の圧力で25°Cの温度で第2表の

如き燃焼式を得ている．

　　　　第2表　HES　4016の組成と燃速

組

成

燃速

NC（N＝13．25％）

NG
ECL

54．O％

43．0〃

3．0〃

燃速式　w＝0．158十〇．0379po’821（25°Cで）

　　　　τ＝0．00402～O．004100K一1

次に過塩素酸塩系についてはGeckler6）によれば・第

3表の如き燃速である．

　　　　第3表　ALT－161の組成と燃速

組成

燃速

KCIO，

Asphalt十潤滑油

燃速式 ω＝0．103po°745（15°Cで）

τ＝0．0013°K－1

76．5％

23．5％

　また，硝酸ソーダとピクリソ酸アyモy混合系では

Sage7）によれば，燃速は第4表の如くである・

第4表　NaNO3－NH40C，H2（NO2）3系480の燃速

組

成

燃速

NaNO3

NH40C6H2（NO2）3

Ethyl　cellulose（Aroclor）

46．4％

46．4〃

7．2〃

燃速式 ω＝0．276po’4s（250Cで）

τ＝0．0019°K－1

　以上4種の他に硝安系火薬についても若干研究されて

いる8）．それにはKCrO4や（NH4）2Cr207の少量を燃焼反

応の触媒として使用する．硝安系火薬は燃焼の小さい点

　　　㈹

16系出

　4004㏄剛圏α田JHKN
〃蹴甜ルー

2

P〔。亡罵l°

第1図　代表的火薬の圧力と燃焼速度

　　第5表　各種代表的火薬の燃焼速度（cm／sec）

や，燃焼安定性

などの点でなお

検討の余地があ

る．またKNO3

を用うる黒色火

薬系についても

推力の小さい点

第1表の式

第2表の式

第3表の式

第4表の式

1

0．091

0．196

0．103

0．276

10

0．447

0．409

0．573

0．778

50

1．34

1．10

1．90

1．61

…1・5・

2．19

1．82

3．18

2，19

2．90

2．48

4．29

2．68

200

3．53

3．09

5．34

2．99

300

4．68

4．26

7．21

3．60



第8巻　第4号
や燃焼安定性等につき検討を要する点が多い．

　いま前記4種の燃速式から数値計算した結果は第5表

の通りである．

　なおこれを図示すれば第1図の如くなる．

　4．燃焼の安定性　　固体発射薬ロケットの平衡圧力

は燃焼によるガス発生速度とノズルからのガスの噴出速

度とがバラソスする点で定まる．今火薬の燃焼表面積を

Ap，ノズルの咽喉面積をAt，火薬と火薬ガスとの密度

の差をp「pa，流量係数をCwとすれば，平衡点では次の

式が成り立っ．

　　　wApρノP＝C〃t‘1tP

そこで

　　　tV＝ωノopc（1十krU）expS（T－To）

と置いて（8）式を解けば，次の平衡圧力が出る

　　　P＝｛〔Ztt／o∠【Pρ「p（1一トkrU）expS（T

　　　　　　　－To）〕／cωAt｝1ノ（1－°）

（8）

（9）

（10）

　基礎的数値が判明していれば，此の式からPを計算し

て普通には大体満足すべき結果を得る．しかし時による

と⑳式で計算される圧力と異なり異常なピーク圧が出た

り振動圧力が発生することがある．そしてその原因がど

うしても掴めないことがある．現在まだ理論的にこのよ

うな燃焼の不安定性を説明し得る程研究が進んでいな

い．火薬の種類による差，装填条件，点火条件その他沢

山の要素が考えられるからである．

　㈹式で明かなように平衡燃焼圧力Pは火薬表面積とノ

ズル喉断面積との比に麦配される．すなわち

　　　Kα一Ap／At　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑳

を外部制約係数（aUβere　Klemmun9）と呼ぶことにする．

また㈲式では考えてないがガスが薬室内を流動する空間

が実際に圧力に関係を持ってくるから，火薬表面積と自

由空聞断面積（free　Port　area）Aノとの比も重要である．

すなわち

　　　κF！1P／・4ノ　　　　　　　　　　　　陶

と置きこれを内部制約係数（innere　Klemmung）と呼ぶ

ことにする．

　外部制約係ta　Kaが大であれば，当然圧力は高まるが，

内部制約係数斑が大き過ぎると不規圧力を生じ易いこ

ともわれわれの経験するところである．

　⑬をaoで除して

　　　瓦／K。－A，／Af　　　　　　　　　　　⑬

なる断面積比と火薬柱に沿う圧力降下との関係はGoh1－

　　　　　　　　　　　　ke9）　によれば第2図の通

　　　　　　　　　　　　りである．ただしPoは薬

　　　　　　　　　　　　室内の静圧であり，P1は

　　　　　　　　　　　　薬柱のノズル側の静圧であ

　　　　　　　　　　　　る．
　　　一一wn面積辻幅
　　　　　　　　　　　　　管状火薬の燃焼の安定性
第2図　ノズル面積比と薬
　　　柱に副う圧力降下　を増すために，内径よりや
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や小さい直径の孔を薬幹に適当数軸方向に直角に穿つこ

とが有効である．

　5．全面燃焼と端面燃焼　　火薬は表面から平衡燃焼

をするものであるから，その燃焼ガス発生量の時間的変

化は火薬の形状により大いに異なる．ただし火薬の形状

函数に関しては筆者1り　の“発射薬の設計理論”に記述

してあるからここには触れない．

　普通のロケット火薬としては，燃焼面積が時間と共に

変化しないことが望ましい．そのために全面燃焼火薬で

あれば，ある程度以上の長い管状火薬が用いられる．火薬

表面の一部に燃焼抑制剤を塗布して制限燃焼（restricted

burning）を行わしめる場合は管状火薬，十字形火薬等

がよく用いられる．そのような加工を施すことによって

燃焼面積を適当に調節することができる．

し，他端のみから
　　　　　　　　管状火漿
しか燃えないよう　　（α）

にしたものを端面

十卑冊多火養薫き　　　　　歯車｝し火桑

　（の　　　　　　（C）

　　　　　　　　第3図　第表的ロケヅト火薬の断面

燃焼火薬といい，比較的長時間小さい推力でロケットを

i飛ばすために用いられる．

　最近Newman11）は第3図（c）の様な形の火薬が始

あの推力をある程度強くするから飛翔体の弾道の初期の

安定化に役立つと報告している．

　第3図（c）は管状火薬の孔を歯車状の凹凸がある様

に造ってあるからこれを歯車孔火薬と呼んでよかろう・

これは火薬を圧出成形する際のダイスのピyを予めこの

形にうまく作っておけば製造可能と思われる．

　6．ベビー・ロケット用火薬　　先きのぺyシル・ロ

ケヅト用火薬は外径9．3mm，内径2．9mmの小さい管

状火薬であったから，われわれは製造の容易さから溶剤

としてアセトyアルコールを使用することとした．そし

て成形後十分乾燥した．すなわちいわゆる溶剤火薬の製

造法である．

　今回のベビー・ロケット用火薬としてはいかなるサイ

ズにするかが問題であったが，筆者は要求性能と火薬製

造技術面とを勘案し，丁度武豊工場に来場された糸川教

授と火薬圧出機の下で御相談した結果，外径65mm内

径7～5mmと決まった．

　こうなると相当大型火薬の部類に属するから普通の溶

剤火薬の製法では乾燥に数ケ月を要することとなり実用

に聞に合わない．それで溶剤なしで膠化剤を多く使って，

高温でニトPセルローズを膠化し，可塑性を与えて圧出

成形することとした．これに必要なダイスは富士精密工

業株式会祉で製作してもらった．

　その成分に使った物質は大体前に述べたJPNと同じ

ようなものであるが，若干ニト　vrグリセリソを減じ安定

39
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　　　　　　　　　　　　　　　膠化剤を増した．これ

　　　　　　　　　　　　　　　は捏延作業中の発火の

　　　　　　　　　　　　　　　危険性を減ずるためで

　　　　　　　　　　　　　　　ある，

　　　　　　　　　　　　　　　　本火薬の26°C付近

　　　　　　　　　　　　　　　の温度における圧力と

　　　　　　　　　　　　　　　燃焼速度の関係は第4

　　　　　　　　　　　　　　　図の如くである．〔火薬
　　O　　　　　　　　tOO　　　　　　　200　　　　　　　500

　　　　　－一一P（alm）　　　　　　　lot　GE－9　一・1（2）〕

第三4図ベビー・uケット用　7・結語　以上
　　　　火薬の圧力と燃焼速度筆者は主としてロケッ

ト用固体燃料の紹介の意味で代表的な組成や，燃焼性に

影響をおよぼす諸要素や燃焼特性等につき述べた後，今

回製造したベビー・ロケヅト用火薬に触れた．近き将来

続いて製作される大型ロケット用の火薬の製造には，な

お種々困難さがあるが，早急にこれを克服すべく研究中

である．　　　1　　　　　　　　　（1956．2．18）
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ベビー・・・・・…ロケットの安定計算

、

秋葉　　錬　二　郎

　ベビー・ロケットのように特に制御装置を持たないロ

ケヅトにあっては，これが一応静的に安定であ「っても種

々の外的じょう乱により，飛翔径路が予定されたものか

ら外れてくることはさけられない．したがってこのよう

な分散の値を知ることがぜひ必要となってくる．そこ

で，以下にこの値をペソシル・ロケヅトの飛翔実験結果

を使用して推定を行ってみた．

第 1

進行方向

reヂerεしγiGe　a二℃is

図

　ロケヅトの運

動は燃焼中と燃

焼後に分けて論

ぜられる．すな

わち，後者にお

いては加速度が

比較的小であるのに反し，前者は加速度が大きく取扱い

が異なってくるからである．

　いま，ロケットの姿勢が第1図のようになっていると

すると燃焼後においてδ（迎角）は次の方程式を近似的

に満す．1）すなわち

農＋2B壽＋KM・d・δ＝＝K．・d・6M

　　　　　　＋κ…〃壽＋K嘩C°sea…・……・・（・）

ここに・糊距離砺努讐篇
　　　　ん：係数重心回り慣性能率　　d：胴体直径

　　　　kL一舟K・：鋤騰Lha：吻・騨

　　　　砺：iz“　x＝モーメyト角　　δL：ゼロ揚力角

　　　　θα：apProxlmate　trajectoryのθ　tt－

　　　　Br去（leE・州・・d2－leD・41一σS袈θ“）

　　　　砺与KH：縦揺れ減衰モー・ソ・騨

　　　　娠㌻K蹴力騰　　1
（1）式は係数が定数であるならば，普通の振動方程式で，

その波長Oは近似的に次式で与えられる．

　　　　・一〆藁∵・一・・∵・∵・…・…一…・…・・㈲
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