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1．　ま　え　が　き

　ベビー・ロケヅトはブースター付きの2段式ロケット

であり，しかも実験研究の段階に応じてS．T．　Rの3種類

に分けられた．本報告では性能計算に当って主としてst－

eP　by－steP　integration　method（1）を採用しており，また

S・T・Rと種類が違っていても，payloadを加減するこ

とにより計算を進めて行くことができるので，計算方法

はペソシル・Vケットの場合と実質的に変りない．性能

計算はロケット重心のTrajectoryを求めるのに重点が

おかれ，同時に飛翔中の各時刻，各飛翔位置での速度，

加速度を求めた．特に燃焼中に達し得る最大加速度が問

題になる．ここでは飛翔実験に応じて全備重量をいろい

ろ変えたり，特に60°～80°の間のいろいろの発射角に

っいてのTrajectoryが計算された．

　垂直上昇性能計算に際しては従来のsteP－by－steP　in－

tegration　method　のほかに次の三つの方法が提案され

た．

　（1）vケットの垂直i飛翔の運動方程式を直接に解く方

　　法・これは結局step－by－step　integration　に帰す

　　る．（2）（3）

　（2）　iterative　method（4）

　（3）（速度・高度）diagram　method（5）

これらの方法はいずれもその時の条件に応じてそれぞれ

特色を持っているが，詳しいことは次の機会に譲ってこ

こでは概略だけを述べる．

2．　性能計算の方法

　性能計算には次の仮定がおかれている．

　（1）燃焼中Ptケヅト・モーターは一定の推力を与える．

すなわち燃焼生成ガスが一定の割合で噴出し，同時に

effective　exhaust　velocityが一定なることである．

　（2）重力による加速度が一定なること．

　A．Step－by－Step　Integration　Method

　水平，垂直方向のPケットの運動方程式は迎角を0と

　して

号砺一（T－÷c・　・・aV2」）与
（1）

与砺一一va＋（T－÷c・・P・av・・）争　（2）

　ここでWはロケットの重量；9は重力の加速度；ax

avはそれぞれ水平，垂直方向の加速度成分；Vは速度

Vx，〃yはそれぞれ水平，垂直方向の速度成分；Tは推

力；Cdは空気抵抗係数；ρoは海面上の空気密度；a一

ρ／ρo；Fはロケットの横断面積である．燃焼後はT・o

となる．ロケヅト・モーターによって与えられる推力は

　　　　T－mc　　　　　　　　、　　　（3）

である．mは単位時聞に噴出するガスの質量，　Cはガ

スのeffective　exhuust　velocityである．式（1），（2），（3）

より

砺一
im・一÷c・・P・・剛一㍗・／M・’

（4）

a・・＝
o－w＋（m・　－S－c・poav21）与｝・／π（・）

また仮定（1）により

　　　　u「－w・－mgt　　　　　　　　　　（6）

　Woはロケットの燃焼が始まる前の重量である．燃焼

時間をtbとすれば燃焼後はPtケットの重量がm－Wo

－mgtbで一定となる・同時にmc＝Oとなる．またi飛翔

前はW＝Wo，　v　＝Vx　＝Vy＝0，　air　drag＝0となる，か

かることを考慮して式（4），⑤，（6）を使って燃焼中，燃焼

後のロケヅトの加速度，速度，変位をstep－by－stepに

求めて行くことができる，

　B・Ptケソトの垂直飛翔の運動方程式を直接に解く方

法

　燃焼中のロケットの運動は近似的には空気抵抗を省略

するとか，燃焼前と燃焼直後のロケットの平均重量で飛

翔すると考えて可成り正確に解き得る．燃焼後のロケッ

トの垂直飛翔の運動方程式は（2）式においてT・＝－O，Vy＝〃

とおいた場合である・式（2）を書き直すと

　　÷4，，f’一一va－c・÷・・aV・F　（7）

　ここで空気抵抗係taCdはマツハ数と共に変化する．Cd

とマツハ数との関係が第1

図＊に示されている．図か

ら明らかな如くマッハ数3

以上または0．6以下ではCd

はほとんど一定である．観

測Ptケットでは燃焼後のマ　第1図秘表的なロケッ
　　　　　　　　　　　　　　　　トの抵抗係数・迎
ツハ数が3以上であるのが　　　　　角0°・jet噴流なし
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第8巻．第4号
普通である．したがって当分Cdを一定として取扱い，

最後の数値積分でCdを変化させて計算を行えばよい．

　いま々＝CdρoFg／躍，　a．＝e一吻（α＝0．　OOO138m－1）とおい

て式（7）を書き直すと

　　　　塑．＿＿29＿lee－・・Uv・　　　　（8）
　　　　dツ

更に召一吻＝πとおけば式⑧は

　　　　壁」L，・＿2隻⊥　　　 （9）

　　　　dツ　　α　　　　α　　u

　式（9）は一階の線型微分方程式であるから，容易に解

ける．この解をもとの変数に戻し，y＝夕oでv＝砂oなる

初期条件を代入して

　　v2一μ幽一e’d’Y）　－2・∫r　e－ie－diYdツ（・・）

　　　　　　　　　　　　　　　　yo
　これが垂直i飛翔における式（7）に対する厳密解である・

式⑳によりrocket　param6ters　F，　Wは勿論のこと，

Cd，9の変化に応じても数値計算を進めて行くことがで

きる．

　特にツo　・＝　O，Cd＝一定と考えて式⑳の右辺第2項を

級数に展開して項別に積分を行いv－0とおけば最高到

達高度Ymaa，を求める近似式が次の如く得られる．

Ym。。一
∴齦a{多一券＋晶一…（・・）

　C．　Iterative　Method

　iterative　methodは燃焼中と燃焼後において別々に適

用される．

　（1）燃焼中

　　垂直飛翔の式は

　　　　　　　　　　　1
　　　　書一即需雇F　　（・2）

　まず第0次近似として式②において空気抵抗の項を

省略L，Wは燃焼後の値を使う・したがって第0次近

似の速度Voば（Voは燃焼直後の速度）

　　　　v・一∫1鰐認　　　（・3）

　したがワて

　　　　v＝＿＿坐＿＿t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）

　　　　　　tb

　　　　ツー一翁・2　　　　（15）

　これからaが計算され，また別にCav2・－v曲線を用

意する．その際音速を300m／sとして一定とする．した

がってf～C、ロ砂2の関係がわかり，式（12）の右辺は時間

のみの函数となる．このdv／dtを∫に対してPlotし，図

式積分を行って得た値vを速度の第1次近似とする．

以下同様にして第2次，3次と繰返して行けばよい．

　（2）燃焼後

　式⑫においてT＝－Oとおき，℃d”2～”曲線を最小自
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乗怯を使ってav2・一一v曲線で近似させる．　aは定数．し

かる時式⑫は次の如く書き換えられる．

　　　　」ZL°＿＿va＿le・v・e－・・・…38y　　（16）

　　　　9　　dt

vの第0次近似として，o＝ρ／ρo－e”’o’oo°138y＝1とおき

　　　　ヱ生」璽L＿確＿物2
　　　　　9　　dt

を積分して得た値を使う． ここでゐL÷…F

したがって

’＋壼厚〔・・ゴ／夢砺一・・ゴ／票・〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）

vの第0次近似がわかれば図式積分で）iを求め，oを算

出し，Cd砂2～”曲線を利用して式陶に基いてdv／dtが

算出され，図式積分により次の近似のV，yが求められ

る．以下同じ操作を繰返せば近似がどんどん進められる・

　ここではCdZi2をav2で近似さぜたが，　av3または

av4で近似させてもよい．

　D．　（速度・高度）Diagram　Method

　ここでも燃焼後の垂直上昇性能計算について取扱う．

音速の変化を無視して，一定と考えればロケットの垂直

飛翔の運動方程式は

　　　　÷一窪一一（D＠7）e－・・Y＋・）　（・8）

ここでD（v）一÷・・v・c・F・　e－・・y－・／…式⑱繕き

直して

　　　　溺窒一一（1）（v－ji7一）e－d’・＋・）　（・9）

いまdv2／dy　＝＝　－Cとおけば，同じcに対する等傾曲線は

（1・9…）⑳一1・9・・D（v）－1・9・・W－1・9・・｛一量一・｝（2・）

　これはCの如何にかかわらず同じ形状なので作図に

便利である・したがって式㈲を使えば容易に（速度・高

度）diagramがつくれる・また多段式ロケットでは重量

W，断面積．Fが計算の途中で変って来るが，これは高度

ツをshiftさせることにより，同じdiagramで性能を

推定し得る．ただし抵抗係数CdがD（v）に入っている

ので・Cdの変化によるshift　o．5

も考えなければならぬ・今Cd

とマツハ数との関係が共に同

じ二つのロケ。ト（w、，珊，°・3

（W2，　F2）を考える．すなわ02
　　　　　　　　　　　　　　L／
ち重量と断面積がそれぞれ違　α1

うのである．その直径をそれ

ぞれd1，d2とする・いまもし　　　　　マツハ数

（π、，d、）の・ケ。トについ第2図抗力係数とマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツハ数との関係
て，式㈲にょり（速度・高度）
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diagramが作られたとすれ

ば，これを（W2，　d2）のロケ

ットに適用するには．yを次

の如くshiftさせればよい．

　　ッsん6ノ孟＝1680010g

語（dld2）（2・）

2000

（m）

1響

棊

　
羅

1000

　　3．　性能計算の結果

　　　　　　　　　　　　　　500　性能計算に使われたCd，

p！ρo音速の変化が第2，3図

に示されている・数値計算の

step　sizeにっいてはペソシ

3如（蜘）

550、t
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第7図65°発射4mランチャー速度要目は第6図に
　　　　　同じ

　●本体　9．375kg　×本体8．875kg　O本体8．375kg

　　　　　　　　　　　　　　　　　8
400

300

讐 ヤ

⑳
厩
）200

100 ノ本体

0

燃焼後　10°警（脇）200

@ヒ

100

第8図　65°発射4mランチャ・一加速度要目は第6図
　　　　　と同じ
　●本体　9．375kg　×本体8．875kg　O本体8．375kg

ル・Ptケットの所で詳しく述べたのでここで省略する．

計算結果が第4～8図に示されている．これらは何れも

step－by－step　integration　methodによるものである．

　また第9図はiterative　methodとstep－by－step　in－

tegration　methodとの結果を比較したものである．　it－’

erative　method　では燃焼中については第1次近似の結

果が示されていて，速度は2．5％以内，・高さは2．O％以

4004000

鰍

…／
欝蜜

勘集

”＼

＼　　　＼．
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冒一一印一一P°．一L

　　　　　　　　　　　時間士秒

第9図　Iterative　Method　による垂直上昇性能計葺

結果　一段ロケヅト　全備重量5．06kg（燃料1kg）

燃焼時間1．14秒，推力167kg
－iterative　method（燃焼申，第1次近似，燃焼後，

　　第2次近似の結果

……
唐狽?吹@by　step　integration　method

内の誤差の範囲内にある．ここではstep－by－step　met－

hodの時間間隔は0．05秒である．燃焼後の　iterative

methodの結果は第2次近似のものである．　iterative

methodに関する限り第0次，第1次，第2次と近似値

が求まっていれば比例配分の関係式から最終的な最も確

からしい値を求めることも可能である．

4．　結 言

　本報告では性能計算は飛翔実験の要求に応じて60°～

80°発射の場合に重点をおいた．特に垂直飛翔の場合に

は別に述べた方法で計算するのが便利である．

なお本報告は糸川教授の御指導のもとに作成されたもの

である．　　　　　　　　　　　　　　　（1956．3．3）
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