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再使用型の宇宙船は、まず、地球の重力支配から抜け出すために
必要な爆発的推進力に耐えなければいけません。そして無事帰

還するには、鋼鉄を溶かすほど高温になる大気圏再突入時の炎熱に
も耐えなければいけません。このとき生じる加速度、振動、衝撃、表面
摩擦、熱流速、空気力などは、通常の設計課題を遙かに超えたレベ
ルです。これこそ、まさにロケット科学なのです。

熱防護システム（Thermal Protection System：TPS） 
は、1972 年に NASA のエンジニアがスペースシャト
ルに対して研究を開始して以来、再使用型宇宙船
の設計に極めて重要な役割を果たしてきました。そ
れ以前の使い切り型の宇宙カプセル（マーキュリー、
ジェミニ、アポロ）では、溶融性の材料が熱エネル
ギーを吸収した後、ガスとなって蒸発することで熱を
消散させていました。しかしシャトルのように複数のミッ
ションをこなす宇宙船では、TPS 設計に異なる方法
が採用されました。それは、さまざまな材料（可撓断
熱ブランケット、複合材料、セラミックタイルなど）の特
性を活かすことで、宇宙船とその乗員を再突入時の
極高温から保護するものです。そして 2003 年のコロ
ンビア号の事故以来、エンジニアは特に耐久性をさらに高めたシステム
の開発に意欲を燃やすようになりました。

国際宇宙産業に向けて高品質な宇宙関連製品やサブシステムを供
給する Dutch Space 社（オランダ、ライデン市）は、1990 年代半ばか
ら、再使用型の宇宙船に用いられる金属素材の TPS や高温構造の
開発において中心的な役割を担ってきました。ヨーロッパの大気圏再
突入試験機 EXPERT（Experimental Re-entry Testbed）は、欧
州宇宙機関とその主契約会社であるイタリアの Thales Alenia-Space 
社が開発した無人宇宙カプセルで、その金属素材の TPS は Dutch 
Space 社の最近の成果の 1 つです（図 1 参照）。同機は 2011 年夏
にロシアの潜水艦から三段式ロケット「ヴォルナ」によって打上げられる
予定であり、これによって新素材だけでなく、開発プロセスに不可欠な
ツールとなっているシミュレーションの妥当性も証明されることでしょう。

新しい TPS 技術：2 種類の材料
Dutch Space 社は、最初から TPS 設計に金属素材を利用するつもり
でいました。EXPERT の TPS プロジェクトを技術面で率いる Javad 
Fatemi 氏によると、金属はセラミックよりも多くの利点を持っています。

Fatemi 氏は次のように話しています。「金属は取り扱いも保守管理も
容易です。耐衝撃性に非常に優れ、点検も容易です。」しかしその反
面、金属は他の材料に比べて重く、セラミックよりも耐熱性に劣ります。
そこで Fatemi 氏は、それぞれの材料の特性を最大限に活かすには、
金属部分とセラミック部分を組み合わせた TPS が最善であると信じて
いるのです。

高さ 5 フィート、直径 4 フィートの EXPERT の熱防
護システムは、2 つの主要コンポーネントで構成されて
います。1 つはセラミックマトリックス複合材（CMC）で
できたノーズキャップであり、再突入時の熱負荷を直に
受ける部分です。そしてもう 1 つが酸化物分散強化
合金 PM1000 で作られた円錐形の後部機体です。こ
れら 2 種類の材料は、その高温安定性と重量効率に
基づいて選定されました。機体の底部表面から突き出
た 4 枚のフラップも、より耐熱性の優れた CMC ででき
ています（図 2 参照）。Fatemi 氏は次のように話して
います。「機体全体を金属素材にすることはできません
でした。温度はノーズキャップで約 1900 ℃、フラップで
約 2050 ℃ になりますが、どちらもこの金属の限界温

度である 1200 ～ 1250 ℃ を超えています」

しかし「2 パーツ/2 材質」の設計は材料的な利点はあっても、プロジェ
クトにとって最大の課題を抱えることになりました。なぜなら、金属の熱
膨張率はセラミックの 8 倍も大きいのです。Fatemi 氏は次のように話
しています。「ノーズキャップと後部機体との接合部に、大きな熱的不
整合が生じていました」この熱的不整合によって再突入時に機体がわ
ずかでも変形すると、気流が層流から乱流に変化し、結果として熱流
速が 2 ～ 3 倍も増大する恐れがあります。

その解決策は、異なる熱膨張率を許容した上で、2 つのコンポーネン
トの隙間を埋める構造体にありました。Fatemi 氏は次のように話して
います。「我々は、決して乱流を引き起こすことのない TPS を設計す
る必要がありました。そして、シミュレーションがこの問題解決のカギを
握っていました」

図 1. 極超音速の大気圏再突入時における EXPERT 周りの流れのシミュレーション。 
Lore（CFDコード）による極超音速時における機体外側表面の熱流速（欧州宇宙機関提供）
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図 2. ヨーロッパの大気圏再突入試験機 EXPERT は、欧州宇宙機関が開
発した無人宇宙カプセルであり、セラミックマトリックス複合材（CMC）
製の鈍頭形ノーズ（ドイツ航空宇宙センター DLR による設計）と金属製
の円錐形後部機体（Dutch Space 社による設計）からなるハイブリッド
熱防護システム（TPS）を利用している。（欧州宇宙機関提供）

図 3. EXPERT の TPS と内蔵ペイロードの 
熱解析および構造解析用のモデル

打ち上げ時と極超音速再突入時のリアリスティック
シミュレーション
Fatemi 氏が 2004 年に Dutch Space 社の EXPERT チームに加
わった時、彼の初仕事の 1 つは、構造挙動と熱的挙動のシミュレー
ションに用いる市販の有限要素解析（FEA）ソフトウェアを比較調査す
ることでした。トレードオフ検討の後、彼が Abaqus FEA を選択した
理由は極めて明快でした。

理由の 1 つを Fatemi 氏は次のように説明しています。「Abaqus で
は、統一された有限要素（FE）モデルで作業することが可能です。たと
えば、熱解析モデルと構造解析モデルを両方作成したい場合でも、同
じメッシュを用いることができ、要素タイプと境界条件の変更も容易です」

もう 1 つの理由は、同じく Dassault Systèmes の 3 次元設計用ソフト
ウェアである CATIA との併用が容易な点でした。Fatemi 氏は次の
ように説明しています。「CATIA モデルを直接 Abaqus CAE に取り
込んで FE モデルを作成できます。解析結果に基づいてモデルに修
正を加えると、CATIA モデルが自動更新されます」

また Abaqus は、プリ・ポストプロセッサとソルバ間の強力なインタフェー
スを備えており、非線形性の強い複雑な TPS シミュレーションにも対処
できます。Fatemi 氏は次のように話しています。「フラップの特殊ジョイ
ントのような、どんなに複雑な接触挙動やメカニズムであっても、簡単に
モデル化できます。Abaqus を用いれば、極めて現実的なシミュレーショ
ンが可能です」

EXPERT が飛行中に受ける強烈な負荷は、熱的負荷や機械的負荷
などさまざまです。打ち上げ時には、加速度、ランダム振動、音響負荷、
そして衝撃負荷がかかります。また再突入時には、過酷な熱流速と空
気力にさらされます。そしてもちろん、地球に帰還（カムチャッカ半島に
着陸）する際の衝撃力があります。

EXPERT が受けるマルチフィジックス現象を考慮して、Fatemi 氏
は 3 次元構造解析モデルと 3 次元熱解析モデルの両方を開発しま
した（図 3 参照）。彼は構造解析モデルを用いて、TPS が打ち上げ
荷重、熱流速、および圧力荷重にさらされる時の剛性と強度そして熱
－構造の連成挙動を解析しました。このモデルでは、あらゆる非線形性

（幾何学的、材料的、および境界条件）が考慮され、すべての材料
の機械特性は温度依存として扱われました。モデルは 4 節点 1 次四
角形シェル要素（S4R）で構成されており、各要素は 1 節点あたり 6 
自由度（3 並進および 3 回転）を持っています。

熱解析モデルは、TPS の全パーツとペイロードの温度履歴を予測す
るために用いられました。このモデルは 4 節点四角形伝熱シェル要素

（DS4）で構成されており、この場合の自由度は温度です。モデル規
模は、要素数 112,994、節点数 128,358 となっています。

Fatemi 氏は、最近は CATIA V5 と Abaqus V6.10 を使用しており、

このような複雑な解析に対処するため、高性能な Linux ベースの並
列計算クラスタ（Abaqus 対応のハードウェア構成）で実行しています。

打ち上げ荷重の解析
打ち上げ時の解析で対象となる荷重は、ロケット推進による準静的な
加速度、ロケットエンジンによる音響負荷、中段切り離し時の急激な減
圧、そして各切り離し時のランダム振動と衝撃力です。

打ち上げ時に機体の共振周波数と一致するような振動が生じて過大
な応力が発生することがないように、Fatemi 氏は構造解析モデルを
用いて正規モード解析を実施しました。EXPERT の最小固有振動数
の要求仕様は 80 Hz に設定されています。解析の結果、最小固有
振動数は 86 Hz となり、指定範囲内に収めることができました。

さらに非線形静的強度解析が実施され、打ち上げ時の TPS の構造
耐力が検証されました。この解析では、ロケットの 2 段目と 3 段目を切
り離す時に最大の負荷が生じること、また、このとき EXPERT のコン
ポーネントはすべて確かな安全マージン（MS）を持っていることが示さ
れました。

再突入時の設計課題
EXPERT には打ち上げ時に大きな負荷がかかりますが、実際、極端
な熱負荷や機械的負荷にさらされるのは再突入時です。約 1/2 トンの
機体が音速の 14 倍で空気の壁に激突する時、膨大な量の運動エネ
ルギーが発生します。基本的な物理法則に従って、このエネルギーは
熱エネルギーに変換されます。すなわち、空気との摩擦が宇宙船を減
速させる際に、気流と熱流速率の関係に基づいて機体表面が熱せら
れます。150 秒間にわたる再突入飛行は、正式には 436 kg（961 ポン
ド）の EXPERT が高度 104 km（64.6 マイル）で大気圏に突入する
瞬間からスタートします。そのときの速度は毎秒 5 km（時速 11,184 マ
イル）であり、侵入角度は -5.5 度です。

EXPERT の空力加熱のシミュレーションには、Lore という計算流体
力学（CFD）コード（オランダ・デルフト工科大学の学生が開発）が用
いられ、再突入軌道上の 5 段階の速度（マッハ 18 からマッハ 10 の
範囲）で機体外表面の熱流速率の分布が計算されました。次に、こ
の熱流速分布は Dutch Space 社開発の専用サブルーチンを用いて 
CFD メッシュから Abaqus の熱解析用 FE メッシュへとマッピングされ
ました（図 5 参照）。各マッハ数の中間における熱流速率分布は、よ
どみ点における加熱率のグラフをもとに補間によって決定されました。ま
た、CFD を用いて動圧分布（同じく、再突入軌道上の 5 段階の速度
での値）が計算され、同様にマッピングされました。

14ページに続く
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図 5. EXPERT の側面図、セラミック製ノーズと金属製
後部機体の接合部に温度差のあることが分かる。また詳細
図（左図）は、段差（半径方向変位）と隙間（軸方向変位）が
測定された位置を示している。解析によって、再突入時に
生じる段差と隙間の変化は指定範囲内にあることが確認さ
れた。

再突入時には、空力加熱と動圧が機体形状、大気密度、および飛
行速度に従って TPS に過酷な負荷を与えます。さらに、温度が上
昇するにつれて TPS 材料の機械的特性が劣化していきます。この
ような効果を算定するため、Fatemi 氏は逐次的熱－構造の連成
解析を行うことで EXPERT の TPS とペイロードの温度履歴を予測
し、EXPERT の重要コンポーネントのそれぞれに対して再突入時
の特定時刻における最大温度を導きました。結果は、CMC 製ノー
ズで 102 秒後に 2165 K、CMC 製フラップで 95 秒後に 2328 K、
および金属製後部機体で 112 秒後に 1464 K となりました。

この熱－構造の連成解析では、CMC 製ノーズと金属製円錐構造
との間の熱的不整合の影響も考慮され、隙間（軸方向変位）と段差

（半径方向変位）の大きさが計算されました（図 6 参照）。隙間の
発生は、ノーズと TPS 間のシールを設計する上で重要であり、段
差の値は、表面形状の変化が再突入時に乱流を引き起こさないこと
を保証するために重要です。両方とも、解析結果は規定の要件に
収まっていました。また、塑性応力・ひずみと安全マージン（これらは、
荷重と特定部位の材料温度に応じて変化する）が計算され、これら
も指定範囲内にあることが確認されました。

シミュレーション結果の高い信頼性
EXPERT プロジェクトが最終段階に近づくと、Dutch Space 社の
チームは、解析結果と実測値を比較検証するための実験に取りか
かりました。あるケースでは、Fatemi 氏は超高温時に高い非線形
性を示すボルト継ぎ手の模型を作成し試験を実施しました。また別の
ケースでは、エンジニアは機体の動的試験を実施して、シミュレーショ
ン結果と比較しました。

試験結果と解析結果の比較では、ボルト継ぎ手のケースで 3 パー
セント以内、動的試験のケースで 5 パーセント以内の精度が確認さ
れました。Fatemi 氏は次のように説明しています。「これらの比較
検証により、顧客企業、主契約会社、そして Dutch Space 社の全
員が Abaqus FEA の解析結果に高い信頼を置くようになりました。
このことは重要な意味を持っています。なぜなら予算は限られてお
り、実スケールの熱－構造の連成解析は非常にコストがかかるから
です。実際、EXPERT は実スケールの熱機械試験を実施すること
なく打ち上げられる予定です」

Fatemi 氏の次のプロジェクトは、EXPERT の全体構造の解析で
あり、CFD での空気熱力学解析と Abaqus FE 解析の連成解析
の実施です（これまで、軍事用宇宙船以外で行われたことはありま
せん）。彼はまた、欧州宇宙機関（ESA）の次世代打ち上げロケット
用に炭素繊維強化ポリマー（CFRP）を用いたエンジンのスラストフ
レーム技術を開発しようとしており、そこでも再び FEA が重要な役
割を果たす予定です。

Fatemi 氏は次のように話しています。「私の目
標は、我々の仮想試験能力をさらに高めること、
そして、できる限り多くの実物試験をシミュレー
ションで置き換えることです。我々は EXPERT 
において、シミュレーションが開発期間を短縮し、
コストを削減することを証明しました。高忠実度
な解析を実施することにより、我々は設計検証
のすべてを成し遂げました。そして FEA には頼
りになる結果を生み出す能力があると確信した
のです」

Javad Fatemi 氏略歴
システムエンジニアの Javad 
Fatemi 氏（フランス・リヨン
第 1 大学、機械工学博士）
は、7 年前 Dutch Space 社
に入社して以来、Abaqus の
リアリスティックシミュレーショ
ンを最大限に活用しながら、

EXPERT の TPS に関するあらゆる設計課題
や意思決定に取り組んできました。2009 年、そ
の技術的成果と熱意に対して SIMULIA から
表彰（半年に一度の Ruben van Schalkwijk 
賞）を受けた彼は、Dutch Space 社で常に
先頭に立ってシミュレーション技術を推進してき
ました。Fatemi 氏は次のように話しています。 
「私は昔から宇宙ビジネスに関わりたいと思って
いました。私は毎日会社に行くのが楽しみなの
です」
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図 ４. 各マッハ数における空力
加熱率分布のシミュレーション
結果。


