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固体推進薬の安全かつ連続的製造のための蠕動運動型混合搬送装置
～

実用組成推進薬の製造試験及び地上燃焼試験の報告 ～

Peristaltic Continuous Mixing Conveyor for Composite Propellant Slurry Mixing
～ Manufacturing test and burning test of solid rocket with practical composition propellant ～
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In recent years, the demand for rocket launching has increased due to the development of space technology.
However, using inexpensive rockets is not always possible. Although the cost of solid-propellant rockets is relatively
reasonable, safely manufacturing a large amount of solid propellant is difficult, and the manufacturing process is
disjointed. Therefore, to achieve safe and continues manufacturing of solid propellant, we have developed the
peristaltic mixing conveyor with pneumatic artificial muscle. In Dec.2017, we succeed manufacturing of the over
1kg practical composition propellant by our system, and in Feb.2018, we succeed burning test of it on ground.
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1. 緒言
近年，災害観測・社会インフラ等の高度化を目指し，人工
衛星等の宇宙利用の重要性が高まり，様々なロケットの高性
能・低コスト化が取り組まれている．固体燃料ロケットは小
型，安価かつ取扱いが容易だが，製造方法がバッチプロセス
であり，設備・運用にコストがかかる．さらに，推進薬スラ
リは，金属攪拌羽による大きなせん断力を利用した発火の危
険性がある捏和方法で製造されている．そのため，推進薬製
造の自動化，大量製造を困難としている．
本研究では，固体推進薬スラリの製造プロセスを抜本的に
変更し，安全かつ連続的な捏和として，設備・運用コストの
大幅な低減を試みる．著者らは腸管の蠕動運動を模擬した蠕
動運動型混合搬送機を用いて，低剪断力で安全かつ連続的な
捏和の実現を目指している[1]．蠕動運動を利用した運搬機は
幾つか先行例が存在する． Spillman[2]はローラとゴムを利用
した蠕動運動搬送機を開発した. Mangan[3]はウミウシの餌
食行動を規範とした蠕動運動グリッパを開発した．これらは
小さい球状の固体は搬送できるが，液体は搬送できない．著
者らは，蠕動運動型混合搬装置（図 1）の捏和性能の優位性を
固体推進薬模擬剤を用いた捏和試験にて示した[1]，さらに，
約 400 g の固体推進薬模擬スラリの捏和にも成功している[4]．
本報告では，提案する混合搬送機によって，実際の固体推
進薬の連続的製造の実現可能性を示すため，1 kg 超の実用組
成火薬の連続製造試験と品質確認のための燃焼試験を実施し
た．従来の製造プロセスと同等の製造時間にて，ソフトアク
チュエータを用いた本混合搬送装置にて，約 1.65 kg の火薬の
捏和に 2017 年度 12 月に世界で初めて成功した．また，2018
年 1 月に，本混合搬送機で製造した火薬の推進薬としての性
能を，地上燃焼試験にて確認したので報告する．

2.

固体推進薬製造プロセス

固体推進薬はロケット燃料の一つであり，酸化剤，アルミ
ニウム粉体等の金属燃料，バインダ，可塑剤，硬化剤を混合・
練り固めて製造される．粉体粒子間を結合させるバインダは
高粘度流体であるポリブタジエン(HTPB)を用いる．固体推進

Fig. 1 Peristaltic mixing conveyor.

Fig. 2

Existing manufacturing method: Planetary Mixer.

薬の既存の製造方法では，図 2 に示すような金属製の容器内
部に金属製の羽(棒)を回転させるプラネタリミキサで原材料
を混合している．この方法では撹拌羽根の故障時等に発火の
危険性があり，一度の大量な製造が困難である．さらに，混
合後に推進薬を容器からロケットへ自動で運搬する装置は無
く，手動で搬送と注型が行われている．このように，固体推
進薬製造プロセスは危険で高コストかつバッチプロセスであ
る．そのため，固体推進薬製造には様々な安全管理や設備費，
人件費等がかかり，ロケットの打ち上げ費用を高騰させ，結
果として，打ち上げ頻度を低下につながっている．このよう
な，固体推進薬の連続的な製造による低コスト化については，
1980 年代にアメリカ[5]とフラン[6]で実現が試みられた．また，
これら既存研究では推進薬スラリが混合・運搬される経路が
金属製であるため，静電気等での発火の恐れを排除できない
などの懸念がある．このように，安全かつ連続的な固体推進
薬の製造を可能とする混合器が望まれている．
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3.

腸管の混合動作

腸管(図 3)は環状筋と縦走筋で構成されている．腸管に環状に
配置される環状筋は収縮と弛緩を繰り返している．腸管の軸方
向に配置されている縦走筋は腸管の軸方向に収縮する．腸管は
食塊の接触により，環状筋が収縮し管内を狭めつつ縦走筋が収
縮して食塊を押出す．収縮後は弛緩し，元の状態に戻る．この
動作をおくる蠕動運動で食塊を搬送する(図 4)．この各セグメ
ントの伸縮と内部膨張を模擬した蠕動運動混合搬送装置で固
体推進薬の混合搬送を行う．
Longitudinal
muscle

Conduit

Circular muscle

Fig.3 Structure of intestinal tract.

Fig. 4 Peristalsis movement.

キサで同材料ロットから同量の火薬を製造して，品質の比較
対象として準備している．実験にて混合した推進薬は，適宜
脱泡硬化させて，引張試験や断面画像確認から品質の検証を
行った．これらの結果から，従来の製造方法で作成した火薬
と同等の性能が期待できることが分かった．そのため，さら
なる性能確認のために，地上燃焼試験を実施した．

4.3

地上燃焼試験

蠕動運動型混合搬送機により製造された火薬の最終的な品
質の確認を行うために地上燃焼試験を実施した．蠕動運動型
混合搬送装置を用いた捏和プロセスにより製造した約 1.65 kg
の実用組成の固体推進薬スラリを用いて，内径 80 mm 標準小
型モータ (一般社団法人火薬学会規格)を作成した．また，プラ
ネタリミキサで同材料ロットから材料を仕立てて，同サイズ
のロケットモータを比較用に作成した．これらを用いて，地
上燃焼試験を実施した．試験の様子を図 6 に示す．試験結果
より，蠕動運動混合搬送装置による固体推進薬の連続的な製
造へ確かな手応えを得た

5.

Fig.5

Manufacturing test of practical composition propellant

結言

本研究では，固体推進薬の抜本的コスト低減に向けた安全
かつ連続的な捏和システムとして，蠕動運動型混合搬送装置
による連続捏和を提案している．蠕動運動型混合搬送装置を
用いて，1 kg をこえる実用組成の固体推進薬の捏和に成功し
た．さらに，これを用いた小型ロケットモータの地上燃焼試
験を実施した．こられの結果から，本混合搬送装置を用いた
連続捏和システムは実用レベルが大きく期待できる．
今後の展望として，本蠕動運動型混合搬送機を用いて，固
体推進薬の連続捏和の完全自動化や高速化を予定している．
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Burning test of solid rocket that used solid fuel kneaded by
the peristaltic mixing conveyor
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