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極低温流体中でインデューサに発生する
キャビテーションの直接可視化 *
（その３

液体窒素中でのキャビテーションの可視化試験）

渡邉 光男＊１，永浦 克司＊２，長谷川 敏＊１，新井山 一樹＊１，
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Direct Visualization for Cavitating Inducer in Cryogenic Flow*
（3rd Report：Visual Observations of Cavitation in Liquid Nitrogen）

Mitsuo WATANABE ＊１,Katsuji NAGAURA ＊２,Satoshi HASEGAWA ＊１,
Kazuki NIIYAMA ＊１,Yoshiki YOSHIDA ＊１ and Eiichiro SUGITA ＊３

ABSTRACT
Cavitation in cryogenic fluids, e.g., propellants of rocket engines, has a thermodynamic effect because of thermal imbalance
around the cavity. The thermodynamic effect on cavitation is beneficial in that it improves cavitation performances due to the delay of
cavity growth. In the present work, two experiments were conducted on a three-bladed cavitating inducer in which liquid nitrogen and
cold water as working flow were used in order to confirm the thermal effects. Aspects of the cavitation in the inducer were observed
by direct optical visualization both in liquid nitrogen and water. The bubbles of the tip vortex cavitation were very fine, and the
thickness of the cavitation on the blade surface was very thin in liquid nitrogen compared with those in cold water. The growth of the
cavity length along the blade was much suppressed as decrease the cavitation numbers in liquid nitrogen.
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１．緒言
日本のロケットエンジンでは，液体水素及び液体酸素

の可視化に成功したことを報告（１）をしている（図 1 参
照）が，その後，極低温流体中でのインデューサに発生

の極低温流体を推進剤としており，ターボポンプのイン

するキャビテーションの可視化観察の報告は見られない。

デューサには種々のキャビテーションが発生する。この

NASA が公表している極低温キャビテーションは，我々

キャビテーション現象の解明には，これまで水キャビ

が経験してきたキャビテーションの様相とは異なるもの

テーションタンネルを用いた可視化観察が一般的な手法

であったが，日本では極低温流体中でのインデューサに

として国内外に於いて広く行われてきた。

発生するキャビテーションの直接可視化の試みはこれま

一方，米国では NASA の Lewis Research Center が 1967
年に初めて液体水素中のインデューサキャビテーション

で幾度となく失敗し，長年に渡りこれを検証することが
できなかった。
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(a)

Fig.1

Test facility.

(a) Test facility.

(b) Photographs of inducer cavitation in liquid hydrogen.
(b) Photographs
of inducer cavitation in
Liquid-hydrogen pump test facility and inducer cavitation
(NASA Lewis Research Center)
liquid hydrogen.
（１）

JAXA では「直接見る」ことをテーマに，平成 19 年か
ら透視管材料及びシールの選定，可視化装置の設計手法

な画像を取得することができたので，同一インデューサ
を用いた水キャビテーションと比較して報告する。

の確立を目指し極低温下での基礎的な実証試験（２）（３）を
重ねてきた。すでに報告した「極低温流体中でインデュー

２．記号

サに発生するキャビテーションの直接可視化（その１：
耐低温樹脂の特性検証試験結果）」

（４）

及び（その２：極

N = インデューサ回転数

低温透視管の検証試験結果）（５）で得られた検証試験デー

σ = キャビテーション係数

タを可視化装置の設計に反映して試作可視化装置を製作

σ 0 = キャビテーション係数基準値

した。

Q = 流量（l/s）

この装置を極低温インデューサ試験機に組込み，液体

Qd = 設計流量（l/s）

窒素を作動流体として，インデューサに発生する極低温
キャビテーションの直接可視化観察を行い，極めて鮮明
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短設計が可能なネジ式を選択した。

図 2 に試験に用いた可視化装置を示す。設計・試作及

一方、このポリカーボネートと金属配管の接続部の

び予備試験はダイナックス ( 株 )（６） が担当した。結露

シールの選択が問題となった。現在入手できる極低温用

防止のため，透視部の液接側の内筒はポリカーボネート，

シールは金属のシール面を対象として開発されたものは

大気側の外筒はアクリルとし中間層は真空断熱としてい

数多く存在したいるが，今回のように柔らかな樹脂でし

る。また入口管（液接側）と外筒側に低温歪みを緩和す

かも設計の目標耐圧圧力 7MPa という高い圧力を封じる

るために伸縮管を設けている。極低温インデューサ試験

シールは皆無であった。そこで，図 3 右図に示すように

機のケーシングは，INCONEL718 と SUS 材であるため，

低温歪み変形にも追従し、圧力に合わせてシール面圧を

そのケーシングの一部を強度の劣るポリカーボネートに

高める効果を持つスプリング荷重式のテフロンシールを

置き換えるための構造設計（５）にはかなりの工夫を要した。

採用することにした。しかし，唯一の欠点は外筒部が機

ポリカーボネートの内径は，インデューサチップ径と

械加工のテフロン材であるため，設計圧力は 4MPa と低

低温縮みを考慮してφ 150mm とし，外径はφ 185mm と

く、目標値には達していないことであった。しかし，テ

した（５）。また金属との接合部は，図 3 に示すように最

フロン外筒部の設計を見直し改良設計（５） することで，

インデューサ
アクリル

ポリカーボネート

伸縮管

インデューサ試験機
Fig.2 Test inducer and test apparatus

Fig.2 Test inducer and test apparatus
台形（U溝）ネジを採用

Fig.3

スプリング荷重式テフロンシールを改良

Polycarbonate casing and Spring seal assembly.

Fig.3 Polycarbonate casing and Spring seal assembly.
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備は 20m3 の液体窒素ランタンクと 16m3 のキャッチタ

シール圧力を目標値に引き上げることが出来た。

ンクで構成され，途中の配管は作動流体への入熱を防ぐ

初期型の標準的なネジ山を採用した試作品では，極低
温度環境下で 5.4MPa でネジ部から破裂

（４）

ために，可能な限り二重管構造の真空断熱管としている。

した。この

ときの破損状況を詳細に検討し，ネジ部に改良を加える

また試験機の吸込み側と吐出側配管には熱収縮の緩和の

ことで設計目標圧力である 7MPa（図 4 参照）を達成す

ために伸縮管が設けてある。流量は試験機の吐出側に設

ることができた。ネジ形状は一山の強度を増し，さらに

置してある流量制御弁で自動制御し，タービン流量計に

谷部に集中する応力を低減するため，特殊な台形ネジ（U

より計測する。極低温インデューサ試験機はスプライン

字溝型）とし，谷径をポリカーボネート外径よりも大き

軸，トルク計，増速歯車を介し 1,400kW の電動機で駆動

くしている（５）。

される。試験はあらかじめ設定された自動シーケンス（試

一方，ポリカーボネート樹脂の低温脆性の限界温度は
一般的に -100℃と云われているが，熱サイクル試験

験時間，回転数，流量，インデューサ入口圧力降下速度
等を任意に設定できる）で行った。

（５）

図 6 には可視化装置をインデューサ試験機に組み付け，

の結果，かなり高い潜在能力を持つ素材であることが明
らかとなっている。

各種センサを取付けた状況を示す。インデューサ試験機
では各部の圧力，温度，加速度，軸変位，変動圧力の計

４．試験設備

測を行った。
図 7 はインデューサ試験機の予冷中の様子を示す。試

インデューサの可視化試験は図 5 に示す，角田宇宙セ
ンターの極低温インデューサ試験設備

（７）

験を行うには，インデューサのガスのかみ込み，起動時

で行った。設

7MPa
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1,400KW
電動機

インデューサ試験機
透視管
インデューサ

流れ

流
れ

Fig.6 Test facility and test section.

Fig.6 Test facility and test section.

インデューサ
流れ

流れ

インデューサ

液体窒素液面

予冷中のインデューサ試験機

Fig.7
before the
the test.
test.
Fig.7 Cool
Cooldown
downof
of test
test facility
facility and
and inducer
inducer just
just before

の急激な圧力変動（ウォーターハンマー）の防止のため

N=6,000rpm とした。また流量は，流量比 Q/Qd=0.96，Q/

に，弁・設備配管および試験機を十分に冷却しなければ

Qd=0.98，Q/Qd=1.06 の 3 流量とし，何れも吸込特性デー

ならない。このため低温ガス予冷を約 2 時間，液による

タの取得を目的とする試験を行った。

予冷を約 2 時間の合計 4 時間程度の予冷を行った。この

図 8 は，キャビテーション数が比較的大きい，σ /σ0

の検証試験に

=1.5~1.6 付近の初生チップキャビティの様子と、同じく

おいても今回の試験を想定してポリカーボネート単体の

Q/Qd=0.96，Q/Qd=0.98，Q/Qd=1.06 の 3 流量の吸込低下

予冷を行っており，何ら問題のないことが実証されてい

を起こしたσ / σ 0=0.1~0.0 付近の静止画像である。髙キャ

る。

ビテーション数では，全流量域において翼端を起点にし

予冷の手順は（その１）

，（その２）

（４）

（５）

また，図 7 に示す様に予冷中の液体窒素の液位はイン
デューサの中心付近にあるが，真空断熱された透視管の
中では沸騰することもなく，清水の流れを観察すると同
様に極めて安定した流れとなっている。

て周方向へ細い紐状のチップボルテックスキャビテー
ションが発生している様子が見て取れる。
また，図 8 の上段の画像に示す様に，低キャビテーショ
ン係数で発生しているキャビティは，微細で濃淡がほと
んど無い髙密度の気泡群であることがわかる。図 8 の中

５．可視化試験

段および下段に示す様にノミナルから高流量域では，翼

熱力学的効果の検証のため，液体窒素を作動流体とし

表面に沿って薄くかつ均一に成長するシートキャビテー

たマルチストロボ可視化試験を行った。回転数は，水キャ

ションが存在していることがわかる。これらの直接可視

ビテーションタンネル可視化試験と同一回転数である

化した画像から，極低温中では翼に発生するキャビテー
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Q/Qd=0.96

σ/σ0=1.50

σ/σ0=0.1

Q/Qd=0.98

σ/σ0=1.56

σ/σ0=0.0

Q/Qd=1.06

σ/σ0=1.61

σ/σ0=0.0

Fig.8 Cavitation
patterns
at at6000rpm
in liquid
nitrogen.
Fig.8
Cavitation
patterns
6000rpm in liquid
nitrogen.
（Q/Qd=0.96，Q/Qd=0.98，Q/Qd=1.06）
（Q/Qd=0.96，Q/Qd=0.98，Q/Qd=1.06）
ション気泡は，成長が抑制されるだけではなく，乱れも

おり，そのためにキャビティの形状（長さ，面積）や消

かなり減少していることが示されている。

滅部分は必ずしも明確ではない。一方，左図破線囲み中

図 9 の二枚の画像に，液体窒素と脱気した常温純水を

の液体窒素中に発生したキャビテーションには濃淡は見

作動流体としたキャビテーションの様相を比較して示

られず，微細で密度の高い均一な単一気泡群で構成され，

す。両試験とも，軸の回転に同期させたマルチストロボ

キャビティの初生から消滅に至るまで輪郭が明瞭であり

により観察し，供試インデューサ及び回転数は同一であ

形状を特定することは容易である。

る。また，低流量のためにインデューサチップ隙間から

水キャビテーションに現れる淡い気泡群が，極低温流

上流側に逆流領域が広くなる条件となっており，キャビ

体中で明確でなくなるのは，熱力学的効果（８）（９）が大き

テーション数は比較的近い場合 ( σ / σ 0=0.40~0.45) のキャ

くなる極低温液体中では，中核となる密度の高い気泡群

ビティの様子を示している。右図破線で囲む水試験で発

により周りの液が冷やされ，飽和蒸気圧が低下すること

生したキャビテーションでは，中核を成す密度の高い気

で成長が抑制されているものと推察している。

泡群と，その周りを取り巻く淡い気泡群から構成されて

図 10 は 脱 気 し た 常 温 純 水 を 作 動 流 体 と し て，Q/

This document is provided by JAXA.
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Qd=0.94，Q/Qd=1.0，Q/Qd=1.06 の 3 流量について，キャ

下に伴い，キャビテーションの逆流領域はインデュー

ビテーションの初生からインデューサが揚程低下を起こ

サ上流側に広く分布している様子がわかる。図 10 に

すまでの吸込試験の様子を，マルチストロボで撮影した

示したように，全ての流量比に於いてキャビティの周り

画像である。水タンネル

は閉ループの回流水

を形成する淡い気泡群の領域が存在し，その輪郭は明確

槽となっており，熱交換器により作動流体の水温はほぼ

ではない。さらに上流側には逆流渦キャビテーションも

一定に保った。

見られ，このような逆流域の広さや渦の方向については

（１０）
（１１）

画像は流量比によりキャビティの発生状況が異なる様
子を示しており，低流量ではキャビテーション数の低

Q/Qd=0.96 Liquid Nitrogen

σ/σ0=0.40

は「直接見る」だけではなく，
PIV による可視化（１２）（１３）
も必要となる。

Q/Qd=0.94

Water

σ/σ0=0.45

Comparison
cavitation patterns
at 6000rpm
Fig.9 Fig.9
Comparison
of of
cavitation
patterns
at 6000rpm
liquid nitrogen
water.
between between
liquid nitrogen
andand
water.

σ decreasing

Head break

Q/Qd=0.94

Q/Qd=1.00

Q/Qd=1.06

Fig.10
patternsaround
around
inducer
at 6000rpm
Fig.10 Cavitation
Cavitation patterns
the the
inducer
at 6000rpm
for Q/Qd
= 0.94,
1.00
in water.
water.
for Q/Qd
= 0.94,
1.00and
and1.06
1.06 in
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σ decreasing

Head break

Q/Qd=0.96

Q/Qd=0.98

Q/Qd=1.06

Fig.11 Cavitation patterns around the inducer at 6000rpm for
Fig.1
1 Cavitation patterns around the inducer at 6000rpm for
Q/Qd = 0.96, 0.98 and 1.06 in liquid nitrogen.
Q/Qd = 0.96, 0.98 and 1.06 in liquid nitrogen.
一方，ノミナル値から髙流量比の場合では、流量が多

ビテーション数に対して緩やかな成長を見せている。

いほどキャビティの発生状況から判断して逆流領域は小

図 1 に示した，1967 年に NASA において行われた液

さく，翼近傍に張り付くようなキャビティとなってい

体水素中のキャビテーション可視化では、かなり大き

る。しかし，低流量比の場合のキャビティほど明確では

な径の気泡が透視管壁内面を流れており，NPSH の低下

ないが，高密度の気泡群と低密度の気泡群の両域が混在

と共にインデューサ内部の目視が不能となっている（１）。

して不安定な気泡群を構成している。髙流量比では翼面

この現象から推察すると，インデューサのチップ隙間は，

に沿って発生するシートキャビテーションも見られるが，

接触防止のためかなり大きく設計されている可能性が考

ここで翼面に成長しているキャビティは，厚みも不均一

えられ，インデューサ翼に生じるキャビテーションも実

でかつ成長も不連続であり「安定した薄く均一なキャビ

機のターボポンプの状況とは異なるものと思われる。

テーション」とは言い難いものである。また全ての流量

一方，今回 JAXA において行ったインデューサの直接

条件で，あるキャビテーション数から急激にキャビティ

可視化により得られた画像は，NASA の報告にある気泡

が延伸し，揚程低下を起こす様子が見て取れる。

とは異なり，また翼面状のキャビテーションも鮮明に捉

図 11 は， 液 体 窒 素 中 の イ ン デ ュ ー サ に 発 生 す る

えており，水試験のキャビティと比較することにより，

キャビテーションを示す。 Q/Qd=0.96，Q/Qd=0.98，Q/

極低温液体の熱力学的効果を裏付ける十分なデータと考

Qd=1.06 の 3 流量について，インデューサが揚程低下を

えている。

起こすまで吸込み圧力を徐々に低下させた画像である。

６．まとめ

水キャビテーションとの決定的な違いは，図 9 でも述べ
たように，低流量比から髙流量比まで全てのキャビテー

液体窒素を作動流体とした，インデューサ翼に発生す

ション気泡群に濃淡が見られないことである。この気泡

る極低温キャビテーションの直接可視化を行うことがで

は，微細で密度が高くかつ均一な気泡群で構成され，全

きた。

ての流量，全てのキャビテーション数で観察されたキャ

これまで極低温液体中では，熱力学的効果が大きくな

ビティ形状の輪郭は極めて明確である。また、翼表面に

ることがこれまで論じられてきたが，インデューサに発

生じるシートキャビテーションも薄く均一であり，その

生するキャビテーション気泡の形態と熱力学的効果の関

成長過程も明確に分かるものであった。さらに低キャビ

係は未だ推論の域にあった。今回，極低温流体中での直

テーション数におけるキャビテーションは，急激に成長

接可視化が成功したことにより，極低温中のキャビテー

し延伸する水キャビテーションの場合とは異なり，キャ

ション気泡は，脱気した常温水に生じるキャビテーショ
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