
境界科学専攻 応用物理大講座

担当教官 准教授 川合伸明

本校には，特別研究員（非常勤職員： 指導教官の所属する専攻・学科における
研究補助 (RA) 業務又は教育補助 (TA) 業務） として防衛大学校に勤務し，
併せて研究科学生として学位取得を目指す者を採用する試験があります．

2023年5月16日更新



ようこそ．ここでは本分野（研究室）における教育と研究の概要，ならびに関連すること
を紹介します．

紹介の内容は主として，本分野（研究室）における卒業研究を検討される方を対象とし
たものです．

弾道関連の基本的な現象を実験室内で発生させて観測できる種々の新規な教育
研究用器材を整備してきています．
使用する主な器材は大型の二段式軽ガス加速装置です．

当該加速装置により，静止状態にある飛翔体が数百マイクロ秒程度の間に秒速
数キロメーターの速度を得て，その間におおよそ107m/s2という大きな加速度を

受けます．射出後の飛翔体は標的に衝突し，より大きな加速度を受けて減速します．
飛翔体と標的は数マイクロ秒以内に状態変化を伴いながら大変形します．

教育研究の対象は主として，短時間の内に高加速度を発生する撃力（impulse）を受
ける飛翔体や標的の運動，ならびにそれらの形状や相状態の変化です．



研究概要（テーマと実験装置ならびに代表的な弾道関連現象）

最近の研究に関する概要を記します．

（１） 超高速弾道実験装置の整備と関連技術の考案

小型および大型の飛翔体の超高速加速と射出ならびに衝突に適した弾道実験装置

の構造を見出すとともに，種々の計測法や解析法を含めた関連技術を考案する．

主な弾道装置は大型の２段式軽ガス加速装置である．

次頁に装置を示す．



大型２段式軽ガス加速装置
飛翔体直径２０ｍｍ
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（２） 衝突痕（クレーター）形成における衝突体形状効果の解明

アルミニウム合金などの金属塊をターゲットとした，飛翔体超高速衝突痕・

クレーターを解析し，衝突体とクレータのそれぞれの形状関係をモデル化する．

主な実験装置は，大型２段式軽ガス加速装置である．

実験装置と代表的なクレーターの画像を次頁に示す．



大型２段式軽ガス加速装置
飛翔体直径２０ｍｍ

衝突容器の断面模式図

ターゲットホルダーの模式図

衝突方向

ターゲット

ターゲットホルダーの写真

ターゲット

衝突方向
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飛翔体の模式図
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アルミニウム合金ターゲット上の
クレーターの正面写真

正面

断面

クレーターの
深さ形状模式図

飛翔体の部分形状比： ℓ/d = 4.0

飛翔体衝突速度： 5.83 km/s

数値化
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（３） 超高速衝突発生圧力波の伝播解析

アルミニウム合金などの金属塊をターゲットとした，飛翔体超高速衝突発生圧力波
の伝播を数値計算により解析・予測し，得られた知見を物質探索や材料合成に適
した衝撃処理・回収法（容器）の設計へ応用する．

数値計算ソフトウェアは，衝撃解析ソフトAUTODYNである．

数値計算の対象となるターゲットと飛翔体（衝突体）の形状模式図を示す．いずれ
も二次元回転軸対称の形状である．

代表的な解析結果を次頁に示す．

数値シミュレーション：衝撃解析ソフト AUTODYN® ver. 15.0 

100mm

飛翔体
（衝突体）

ターゲット：アルミニウム合金

サボ
（ポリカーボネイト）

飛翔板
（A 2024 – T4）

二次元軸対称

支配則（方程式）
・質量・運動量・エネルギー保存則
・状態方程式
・構成則
・破壊則

計算技法
・各種Mesh設定 「使用者設定」
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( Case 1 )

アルミニウム合金塊をターゲットとした際の，
代表的な超高速衝突発生圧力波の伝播解析結果を
示す．飛翔体の衝突速度は秒速７kmである．
弓形をした高圧力波（赤色）が衝突点周辺（左端中
央）から発生し，ターゲットの内部（右側）と周囲（上下
端）へ向かって伝播した後，ターゲット周囲（上下端）よ
り希薄波（青色）が発生し，中央に向かって伝播する．

( Case 2 )

アルミニウム合金ターゲットに（見た目には分かりづらい）
仕掛けを施した場合の代表的な超高速衝突発生圧力波
の伝播解析結果を示す．飛翔体の衝突速度は秒速７km

である．
弓形をした高圧力波（赤色）が衝突点周辺（左端中央）より
発生し，ターゲットの内部（右側）と周囲（上下端）へ向かっ
て伝播した後，ターゲット周囲（上下端）での希薄波（青色）
の発生が弱められている．
そもそも希薄波は材料内部に発生した強い引張力であり，
材料の破壊を引き起こす原因となる．希薄波を弱めること
はターゲットの破壊を抑制し，ターゲット内部に仕込んだ
物質の衝撃処理・回収実験に好都合となる．

衝突より、20 ms 後

衝突より、19 ms 後
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教育概要（講義等）

「研究科境界科学専攻（大学院修士課程相当）」にて開講している各講義の概要を記します．

「応用弾道特論Ⅰ」
超高速飛翔体と凝縮媒体との衝突における衝撃超高圧力・温度の発生と伝播に関する基礎理論と材料合成への
応用を修得させる．

「応用弾道特論Ⅱ」
飛翔体の砲内加速と弾道飛行に関する基礎理論とその応用を修得させる．

「境界科学演習Ⅰ」
国内外の優れた論文の紹介と討論を通じて，専門的知識を修得させる．

「境界科学演習Ⅱ」
学生の研究テーマに関連する文献を読ませ，討論を通じて研究テーマに関する高度の専門知識を修得させる．

「境界科学実験」
専門分野の研究を実施するために必要な基礎的実験方法を修得させる．

「境界科学特別研究」
学生の研究テーマの実施を通して，結果の集積と解析を行わせる．さらに，研究成果のまとめと論文作成に関す
る基本的知識を授ける．
（具体的な研究テーマは次頁）



研究指導学生の卒業論文・・・本科（学部相当）応用物理学科分も含む
備考：「境界科学専攻」は「理工学研究科前期課程」に属し、当該前期課程は一般大学の「大学院修士課程」に相当するもの

令和３年度
・アルミニウム合金クレーターの内部変形に及ぼす衝突体凹凸構造の効果とその変形過程の推測（応用物理学科）

平成３０年度
・アルミニウム合金におけるクレーター形成問題：クレーター形状に及ぼす衝突体構造の効果（境界科学専攻）
・アルミニウム合金製礎材の違いによる衝突クレーターの形状の相違（応用物理学科）

平成２９年度
・円柱形樹脂/アルミ混成凸型衝突体が造るクレーターの侵徹式の修正（応用物理学科）

平成２８年度
・アルミニウム合金上のクレーター形成問題：クレーター最大深さ及び湾曲形状に与える衝突体内外の凹凸形状の効果（境界科学専攻）
・円柱形樹脂/アルミ混成衝突体による半球面クレーターの形成と侵徹式の修正（応用物理学科）

平成２７年度
・アルミニウム合金上のクレーター形成に及ぼす超高速衝突体の凹凸形状の効果（境界科学専攻）
・アルミニウムクレーターの深さに及ぼす円柱形衝突体の長さの効果（応用物理学科）

平成２６年度
・アルミニウム合金上のクレーター形成における超高速衝突体の突起形状と衝突速度の効果（境界科学専攻）
・アルミニウムクレーターの深さに及ぼす円柱形衝突体の速度の効果（応用物理学科）

平成２５年度
・円柱型超高速衝突体によるアルミニウム合金上のクレーター形成（応用物理学科）

平成２４年度
・数値シミュレーションに於けるアルミニウム合金塊中の侵徹深さに及ぼす超高速角付衝突体のサボの形状効果（応用物理学科）

平成２３年度
・数値計算によるアルミニウム塊中の超高速衝突発生圧力波の伝播解析と衝撃処理容器設計への応用（応用物理学科）



学会等における最近の研究報告（口頭報告・速報）
・令和３年度
「アルミニウム合金におけるクレーター形成問題：内部変形に及ぼす衝突体凹凸構造の効果と変形過程の推測」
2021年度衝撃波シンポジウム，立命館大学びわこ・くさつキャンパス（草津市野路東），2022年3月9－11日

・令和元年度
「アルミニウム合金におけるクレーター形成問題：クレーター形状と金属組織」
2019年度衝撃波シンポジウム，神戸大学深江地区キャンパス（神戸市深江南町），2020年3月4－6日

・平成３０年度
「アルミニウム合金におけるクレーター形成問題：クレーター形状とその内部組織に及ぼす衝突体構造の効果」
平成30年度衝撃波シンポジウム，横浜国立大学（横浜市保土ヶ谷区），2019年3月5－7日

・平成２９年度
「アルミニウム合金におけるクレーター形成問題：円柱形樹脂/金属混成衝突体が造る壁面の形状式」
平成29年度衝撃波シンポジウム，東北大学片平キャンパス（仙台市青葉区），2018年3月7－9日

・平成２８年度
「アルミニウム合金におけるクレーター形成問題：円柱形樹脂/金属混成衝突体による半球面の形成と侵徹式の修正」
平成28年度衝撃波シンポジウム，ヴェルクよこすか（横須賀市日の出町），2017年3月8－10日
「アルミニウム合金におけるクレーター形成問題：底の深さと壁面に及ぼす樹脂/アルミ混成衝突体の内外部凹凸形状の効果」
平成28年度衝撃波シンポジウム，ヴェルクよこすか（横須賀市日の出町），2017年3月8－10日

・平成２７年度
「アルミニウム合金上のクレーター形成に及ぼす超高速衝突体の凹凸形状の効果」
平成27年度衝撃波シンポジウム，熊本大学黒髪南地区工学部（熊本市中央区），2016年3月7－9日

・平成２６年度
「アルミニウム合金上のクレーター形成における超高速衝突体の突起形状と衝突速度の効果」
平成26年度衝撃波シンポジウム，ホテル天坊（渋川市伊香保町），2015年3月9－11日

・平成２５年度
「アルミニウム合金上のクレーター形成における超高速衝突体の構造の効果」
平成25年度衝撃波シンポジウム，青山学院大学（相模原），2014年3月5－7日



研究室ＯＢの感想・アドバイス

・自分は学士と修士でお世話になりました．ある物事に対して２年間じっくり時間をかけてやりきれる環境はなかなか与えられ
ないと思い，研究科学生として本科時と同じ研究室を希望しました．自衛官として任官して実務経験を積む中で，本科時にい
ろいろと勉強しておけば良かったと思っていましたので，研究科在学中は幅広く勉強することができたと感じています．厳しい
時もありましたが，新しいことを作り出す実行力みたいなものが本当に鍛えられた充実した２年間だったと思います．

・応用弾道研究室では，弾道学や超高圧物理といった専門的な知識はもちろんのこと，実験を通じて幅広い知識を身に付け
ることが出来ました．弾道学は自衛隊装備品の研究開発に直結する分野であり，ここで学んだ知識をそのまま活かせる職務
もあります．異なる分野の研究開発職務に従事することになったとしても，ここで学んだ知識は必ず活きてきます．現在，私も
弾道学とは異なる分野の研究開発の職務に従事していますが，本研究室で学んだ知識を活用する場面が多々あります．自
衛隊装備品の研究開発に直結する分野を学びたい，幅広い知識を身に付けたいという方には本研究室をお薦めします．

・防大研究科は，多忙な部隊勤務の中にあって自分の勉強にのみ時間を費やせる非常に良い機会です．中には，任官して
最も部隊経験を積まなければならない時期に・・・，という意見もありますが，私はこの期間の研究や物事の考え方を養うこと
は今の勤務にも非常に役に立っていると思います．特に，弾道学分野は戦車の装甲や宇宙関連など自衛官にとっても興味を
引くテーマが多く，また，実験が主体となることから自分で旋盤を操作して機械加工を行い，電気回路を組み、さらに実験デー
タの解析まで行うため，様々な知識及び技能が自然と身につきます．ひたすら計算式を解いてデータを解析するだけのデス
クワークが苦手な体育会系の方にはお薦めです．

・防衛大学校理工学研究科の２年間の研修は部隊勤務と同様に非常に密度が濃く充実したものです．部隊での職務から離
れ，本科の卒研をイメージすると部隊での仕事と全く異なることをやることになると考えてしまうかもしれませんが，勤務環境
が変わることと仕事内容が変わるだけであり，研究のアプローチや問題解決の方法などは部隊で仕事をする上での考え方と
大きく変わりません．本研究室での研究は実験の実施から結果の解析まで決して簡単ではありません．しかし，研究を進める
上で生じた様々な問題を解決していくことで育まれる能力は卒業後の自衛隊での勤務において強力な武器となると考えます．
本研究室を希望されることをお勧めします．
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