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まえがき
第 36 回航空宇宙シミュレーション技術シンポジウム（ANSS）は、例年通り、日本航空宙学会空
気力学部門委員会による流体力学講演会（流力講演会）との合同開催という形で、平成 30 年 7 月 4
日、5 日、6 日の 3 日間にわたり宮崎市民プラザ（宮崎県宮崎市）において開催されました。講演数
は 180 件となり過去最多を更新するとともに、台風の影響にもかかわらず参加登録人数は 291 名と
例年並みを確保し、盛会となりました。
今回は流体力学講演会が第 50 回の記念大会であるため、海外からの招待講演を流力講演会から 2
件、ANSS から 1 件、そして国内から 1 件、合わせて 4 件を開催しました。また、特別企画として 5
つの企画セッションを開催しました。
初日の 4 日には、アメリカ航空宇宙学会（AIAA）技術委員会（TC）との合同セッションとして
「Aerodynamic Measurement Technology」を開催し、空間流れや表面流れの空力計測技術をトピ
ックとした最先端の成果を紹介していただきました。招待講演として NASA ラングレー研究所の
Paul M. Danehy 博士をお招きし、「Visualization and Quantification of High Speed Flow Using
Laser Spectroscopy」という題目でご講演をいただきました。Danehy 氏の講演では、NASA の大型
風 洞 の た め の 空 間 速 度 場 計 測 技 術 と し て Planar Laser-Induced Fluorescence （ PLIF ） と
Femtosecond Laser Electronic Excitation Tagging（FLEET）の 2 つのレーザー計測技術を紹介い
ただきました。異分野融合セッションとして「航空交通管理部門との連携セッション」を開催いたし
ました。本セッションでは 7 件の講演に加えて、パネルディスカッションが行なわれ、両分野間にお
ける研究課題上の接点、コラボレーションを進めるために必要な相手分野に対して望む要請などに
ついて議論が展開されました。さらに、第 4 回の CFD ワークショップ“Aerodynamics Prediction
Challenge（APC-Ⅳ）”を開催いたしました。APC-Ⅳでは解析対象を 30P30N と呼ばれる高揚力装
置へと変更し、定常・非定常空力に加えて音響データを JAXA が取得した風洞試験データと比較し
た結果が報告され、活発な議論が交わされました。
5 日には、流体技術に関する異業種との初のコラボレーションとして、「自動車技術会と航空宇宙
学会の連携セッション」を開催しました。本セッションでは、自動車と航空機の違いについて、主に
音という観点で議論が交わされ、互いに参照が可能な基盤技術が多いことが明らかになりました。海
外からの招待講演として NASA ラングレー研究所の Christopher L. Rumsey 博士をお招きし、
「Verification and Validation of Turbulence Models」という題目でご講演をいただきました。
Rumsey 氏の講演では、RANS による乱流モデリングを対象として、コード実装の正しさを検証す
る Verification と、物理モデルの正確さを検証する Validation の両者の重要性について紹介いただ
きました。また、オハイオ州立大の Mohammad Samimy 教授をお招きし、
「Active Control of HighSpeed Turbulent Shear Flows Using Excitation of Instabilities」という題目でご講演をいただきま
した。Samimy 教授の講演では、超音速ジェットや翼流れに対するプラズマアクチュエータを用いた
アクティブ制御について最新の成果をご紹介いただき、小さな入力で大きな流れを変える流体制御
という考え方を知ることが出来ました。さらに、半世紀を経た流力講演会および ANSS のこれまで
の歴史を振り返り、今後の進むべき方向性について議論･共有することを目的として、特別企画「流
力講演会／ANSS の来し方行く末を考える」を開催いたしました。産官学、海外からの多様な視点で
意見交換が行なわれ、将来の流力講演会／ANSS の方向性について重要な示唆が得られました。
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最終日の 6 日には，AIAA-TC との合同セッションとして「Flow Control」を開催し、米国から 3
名（ミネソタ大 Hemati 教授、フロリダ州立大の平邦彦教授、オハイオ州立大 Samimy 教授）、日本
から 5 名の流体制御研究者から講演をいただきました。最新の成果発表を交えた流体制御の新しい
方向性について知見を得ることができました。その後、九州大学の麻生 茂教授より「航空宇宙流体
力学から学んだこと」という題目でご講演をいただきました。航空宇宙流体と空力に関する長年の研
究成果を紹介いただき、研究を通した教育活動やアウトリーチ活動の中で得られた知見を学ばせて
いただきました。
その他の企画セッションでは、流力／ANSS 合同企画として「高レイノルズ数流れと空気力学」、
「航空宇宙流体データ科学の新展開」、
「低レイノルズ数流れ」、
「非定常空力と回転翼」、
「空力音響技
術」、「民間超音速機実現のための空力設計技術」、流力単独企画として「先進流体計測技術」
、「デト
ネーションおよび圧縮性反応流の応用」、また、ANSS 単独企画として「JAXA ソフトウェアユーザ
ー懇談会」、
「宇宙輸送を支えるシミュレーション」、
「複雑形状の高精度 CFD 解析」を実施しました。
「高レイノルズ数流れと空気力学」と「航空宇宙流体データ科学の新展開」に関しては新たに設けた
企画セッションであり、聴衆の関心も高く、活発な議論が交わされました。
最後に、本シンポジウムの運営に当たり、日本航空宇宙学会空気力学部門委員長の渡辺 重哉氏を
はじめ同部門委員の方々、並びに日本航空宇宙学会事務局の方々、また宮崎県および宮崎市の方々等、
関係者各位のご尽力に謝意を表します。
平成 30 年 11 月 19 日
航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム（ANSS）
運営委員長

松尾

裕一

ANSS 運営委員会委員
松尾

裕一（委員長）、相曽

秀昭、青山

剛史、阿部

佐藤

茂、嶋

太郎、高橋

孝、長谷川 進、藤田

松山

新吾（幹事）、村上

英志、清水

桂一、村山

光宏、山根

浩幸、池田

友明、上野

直行、牧田

真、齊藤

健一、

光正、牧野

好和、

敬

This document is provided by JAXA.

目

次

Verification and Validation of Turbulence Models … …………………………………………

1

Christopher L. Rumsey (NASA Langley Research Center)
特別企画「流力講演会／ ANSS の来し方行く末を考える」………………………………

29

渡辺 重哉／松尾 裕一（JAXA）
航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム（ANSS）企画セッション「JAXA ソ
フトウェアユーザー懇談会」概要報告 … …………………………………………………

51

相曽 秀昭／村上 桂一（JAXA）
大規模非定常データに対する特徴構造抽出法の開発と大気突入カプセル後流解析
への適用 … ……………………………………………………………………………………

83

大道 勇哉（JAXA），小林 憲司／金崎 雅博（首都大学東京）
回転デトネーションロケットエンジンの内筒が推力性能に与える影響に対する実
験的検討 … ……………………………………………………………………………………

91

川﨑 央／笠原 次郎／稲川 智也／松岡 健（名古屋大学），川島 秀人（JAXA），松尾
亜紀子（慶應義塾大学），船木 一幸（JAXA）
空気吸込式イオンエンジンの実証に向けたエアインテーク数値解析 … ………………

97

小澤 宇志／今村 俊介／西山 和孝（JAXA），田川 雅人（神戸大学），藤田 和央（JAXA）
模型表面内側に設けた放電室による極超音速境界層流れ制御の基礎実験 … ………… 103
森 直紀（東大院），渡邉 保真／鈴木 宏二郎（東大）
空気反射衝撃波背後の放射に関する実験的研究 －低圧力室条件が放射強度に及ぼ
す影響－ … …………………………………………………………………………………… 107
木村 敦史／山崎 颯太（群馬大院理工・院），舩津 賢人（群馬大院理工）
後方乱気流のダイナミクス －発生・崩壊と大気乱流の影響－ … ……………………… 111
三坂 孝志（産総研），大林 茂（東北大学），ホルツァプフェル フランク（DLR）

This document is provided by JAXA.

低レイノルズ数流れ中の翼の空力特性への後流干渉の影響に関する研究 … ………… 117
青野 光（東京理科大学），安養寺 正之／濱田 大生（九州大学）
翼後退角有無によるスラット騒音変化について … ……………………………………… 121
村山 光宏（JAXA），雨宮 和久（エイ・エス・アイ総研），田中 健太郎（菱友システムズ），
伊藤 靖／横川 譲／山本 一臣／池田 友明（JAXA），平井 亨（菱友システムズ）
密度傾斜を有するアブレーション熱防御システムの研究 … …………………………… 127
鈴木 俊之／石田 雄一／青木 卓哉／藤田 和央／山田 和彦（JAXA），久保田 勇希／
平井 研一（株式会社 IHI エアロスペース）
数理・データ科学の融合による流体制御 … ……………………………………………… 131
中澤 嵩（大阪大学数理・データ科学教育研究センター）
DSMC 法による流体式推力方向制御装置の性能解析 … ………………………………… 135
丸山 祐一（岡山理科大学），坂田 政士（岡山理科大学大学院），髙橋 遥一朗（岡山
理科大学）
最適飛行経路を持つ翼胴一体型フライバックブースタ段形状の空力／空力加熱／
構造重量最適設計 … ………………………………………………………………………… 141
住元 剛志／千葉 一永（電気通信大学大学院），金崎 雅博（首都大学東京大学院），
藤川 貴弘／米本 浩一（九州工業大学大学院）
超音速ジェットにおけるヘリカルモードペアを用いたマッハ波抑制のせん断層厚
さの影響 … …………………………………………………………………………………… 147
渡辺 大輔／石崎 匡則（富山大学）
CFD 解析における物体後流域や遠方境界のメッシュの影響 … ………………………… 153
高橋 良尚／松島 紀佐／清水 亮介（富山大学）
LS-FLOW によるエチレン燃料スクラムジェット燃焼器流れの解析（燃焼ガス組成
の比較）………………………………………………………………………………………… 159
高橋 政浩（JAXA），野島 清志（東北大院），清水 太郎（JAXA），青野 淳也（計算
力学研究センター），宗像 利彦（日立ソリューションズ東日本）

This document is provided by JAXA.

直交格子簡易カットセル法を用いた 3 次元複雑形状まわりの格子生成法の研究 … … 165
菅谷 圭祐（東京大学大学院），玉置 義治（東北大学），今村 太郎（東京大学大学院）
Euler 方程式と拡張 Burgers 方程式に基づく前進翼平面形におけるソニックブーム
強度の数値的調査 … ………………………………………………………………………… 171
岸 祐希／金崎 雅博（首都大学東京大学院），牧野 好和（JAXA）
FR 法による高次精度非構造オーバーセット格子法の構築 ……………………………… 177
芳賀 臣紀／嶋 英志（JAXA）
航空機高揚力装置スラット配置がスラット騒音に与える影響 … ……………………… 183
雨宮 和久（エイ・エス・アイ総研），村山 光宏／山本 一臣（JAXA），平井 亨／
田中 健太郎（菱友システムズ），池田 友明（JAXA）
グレージング流れを伴う吸音ライナの数値解析 … ……………………………………… 189
榎本 俊治／石井 達哉（JAXA），赤見坂 祐輔／藤 秀実（金沢工大）
昆虫サイズ翼の平面形空力特性 … ………………………………………………………… 195
岡本 正人／佐々木 大輔／佐々木 航星／中村 輔（金沢工業大学）
バブル型渦崩壊現象の軌道構造とテンソル不変量に関する考察 … …………………… 199
山田 健翔／鈴木 宏二郎（東京大学）
スクラムジェットエンジン性能向上に関する試み －燃焼状態の再現 … ……………… 205
佐藤 茂（JAXA），福井 正明（スペースサービス），宗像 利彦／渡邉 孝宏／髙橋
正晴（日立ソリューションズ東日本）

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

1

         
   
" 
    
,' #*-       
   +$-!)'(.

'&!
 !&$"'&"!&" !,
 ($()"%" #%&&'$'!+ "!+
$&)"$%"#%



   .1
 !$&!&*!*%%
  /--0
 ! &

'$'! "!%"'$%&

 &%#'$#"%!%&&'%

 '

$*

/

This document is provided by JAXA.

2

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

$*!  !* +  ,




  $ * *   
 $

    $.
 #      *  
 $) 
  (     
  !! 

 *! $ $    
 '   $#!  
#    $ 

  $  + ,'    + ,'
$  *
    ' "" " 
      &-

-') "   %

/

    



This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

3

    



    
   

    
    

   

       
     
  

This document is provided by JAXA.

4

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

    
   

    
    

 

  

   

       
     
  

  



  







     
        
          

      " 
  !      
 
  

  

 

   !   
         
     
$

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

5

    
(! ("

     '%%* )+&*'%%*
+

      
    

      "#!$ "$" "%"


This document is provided by JAXA.

6

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

! (
 !*

 ! "!" "! ,
-)++) &!+
  !$&! "!
 # !"  $!!
# 

 ! !&&##   !
%!) )
 " !!*

 " !!!%!) )
 !! !&!!  , !  " !'!!!##
!  

..

! (
 !*

 ! "!" "! ,
-)++) &!+
  !$&! "!
 # !"  $!!
# 

  



 ! !&&##   !
%!) )
 " !!*

 " !!!%!) )
 !! !&!!  , ! " !'!!!##
 "
!'!!!##
  
!

      

./

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

7

       

   
   






      



This document is provided by JAXA.

8

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

  
    



   03


! !")!""
*
 02$   %055/
 !%# !!!"%+ #
! ,((&  &%  +   "  '
 

! 1+ !$ %

  6"  "!%$&""&" !
04

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

  

9

 

  

    
 

    
 


   03


! !")!""
*
 02$   %055/
 !%# !!!"%+ #
! ,((&  &%  +   "  '
 

! 1+ !$ %

04

This document is provided by JAXA.

10

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

  15
 " !" #+ "# #
,
 14% !!! '1660!
 "'$!" ""#'- !$
"!.**( ('   - /
  #!!)

   "!2-! "%! '
 &!!.**(%!# $#"("
 ""!(3-! "#! /""
 "' !  !"" " !

16

 59
 " %#$%#!&"! .# %&#& 
! /
 58(!#$!"$$ #*5::4$
  %*'$%#%%! &*0#$!' 
%!$2--+ +*# 0 3
 !!#! &$! $,

  "#%$60$"#%!($"!!#*
 !")$$2--+!( $&#'&%+%"  
! #!%% $+70$"#%&$#3% %!
"#%* $  $%%#%  #!$
 # %!$(%$%&#& !$!% !% 
'#*# %#$&%$ 1  


64

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

11

 $$
 ." -+++
   $%  '
!#)*
 -(-("
 !!&
 , "&$ 
 - "& 
 . "& 
%!%
$#
-,

 

     
     

 '&&,             
          "#   
  '&&-!(*)+

''

This document is provided by JAXA.

12

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

2004
 "# %##)$$$#$%"%$
# "$$"
 "##+



 #1+2-#)$$$$!%#$"
 #2+"%"#)$$$"##'
 #3+2-'&"'%$% .'$"*
#$)#%$*#)$$$/





"%##+

%$)#%"$- $# ( "$
##$$ $# 
#3 "&"&  #
#'#$$ #$$*"#*$, "$'%#
.&"40#%#!%$  "##3/
23



 



This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集



13

 



  !
 



     

       !!$  ! #
!  "  % !  #
'(

This document is provided by JAXA.

14

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

      
   
 

   

                     



!"

 

   
  
      

  #! 

  &

  !'  
 # $%#% 
% 

 

&

 '  # !"
  # # 
)*

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

15

!  

 
'-++2

3,$21
"  #
   "



3-$+0
!  3-$+/(  3,.$

!  "%"&  " 

%"%

-2

# %"
0 1#$

 #$#$3222#)   "$ '$
 %"% " "" %!
0 1
  #+

 " &%"$%!/$ /$ "$  ')/%#
 $%"% #*%  &$ #
 !&")$$$%"% #"!$ ""$)
01
  !" !"$ # "%$ '!" #
 "&# "% "!$ ##$' #
 " &# $ "# %"#+
 (!"$* * $##0 $" -$ "
)!#.*"#'$,1

"# %"# "$ 
  &"!" !"$#*%"#*$,

42

This document is provided by JAXA.

16

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

   
!
     #(" 

&" ("  )     
'%

   
     
        

   

 





This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

17

 

!(*"
#
  
 

 " 
$%

& !

"

))

  

  + $
 %)
  "

 

*&&& 
 ! #
!)((,
*+

This document is provided by JAXA.

18

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

"    #
  $       
       
  ! 

      

%&
 

    
 #     $%

            
 +& '       !     
     
        !        !  
    
               
  &          '

 







  &' 

)/  "   
*/    
+/         
,/          
&      '
 -/           
 * 
,.

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

19

! 
%!""
+ ,$!

#41
##&
!  "! 
!
* "  
!" !!  "!
! $!

#401"!&'
) 
) ) 
)
) )
) ( )
)$/-./
))) /-.2
03

    
     
  

      
    

 
#

!"

This document is provided by JAXA.

20

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

    

        
  
     




 

 



This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

21

  
   
    
   



  !

  "

    # $
     !   "



&%

This document is provided by JAXA.

22

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

     
      
     

  

  

    

!

    
   

  

     

  

    



This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

23

  
      

           

!

   
  
 
  

"#

This document is provided by JAXA.

24

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

""  "
% 

 " ',!%  !" 
 !+ !! #!
 7  #"!"!!

 !$! #%""!
$ 
 "!%"  %
 !!! ! ! ) "! *
 %#"!,  &#"
 &!&!(



&((&  !('

  "&(43& (8&1/05&(1452,1477
 ,1/04,0635
 ,1/07,00/1
36

  % ))*+

 3*)



   &*-
' , &
     +)*.'   
" #   
    



!! )!)))+ )!)+2
!! )!))))* *$*)   

     
  
   !!
-/

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

25

""+//"# !, ,!,$


 !!" !!"'"""!")
$ ")$"  "# #
! "#"'
 !" ! "!!#!!'"!
-!!.

 '#"!1#"!) !)!)&!"
 !#"!2)"# !# !!
!" 0 (" "!!
 !"!"%!" !'#'"
#"'*"!!!!" !!
&" "
 !%  #*'
34

   #!"!
 %""""$ &,$""! 
!"" '

 "!"#!(# #!% 
 # "& # !#" +! ".  !"!"%/

 %" "!"  ""%" 
!  !%"%  !'


 !")""""!!"%
"# #!""#"&
 "($ &% !$"!

 %"""""!."  !#"!/"
$ "'
 "#"&   -  !'
 &! (#"%"$ & "'
 %!".""),,%!*#*#,/!"""""! 
%- . /

10

This document is provided by JAXA.

26

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

&#*


$%( #$ !$ &$ %&#& $'$&## 
/$ -#% -#%#$&%$0$*# 
 #% '#$ $&$+## #$%# &+ #& &%
%&#$
 &$%( #$ ! &$ $

  ( #$ !$ #&$&+ $$ &'#

 
+ #  ($%$#&'#% '#*$* #*
 #   $+2 ++2+28669+ )866;+2
 2 867:+1
2  2(86783 %# $('%&*
4

%  ,&$%#&$!$$ $"& 
#$!# '+ !#$%! $%#$&%$
 .$   %  $#$'$%#%% !#  %%$(* 
%

 %'#%  +( & &$  #! #%%$$&$

:7

 "
    
       
  
 
   
     

  

    
    

   

  
   
$

   #!!    

&%

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

27

   !


    % 
 
   ##!$  ! 
!  

   
  #
       
    "

'&

   



This document is provided by JAXA.

28

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

   

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

29

特別企画 「流力講演会／ANSS の来し方行く末を考える」
渡辺 重哉，松尾 裕一
（宇宙航空研究開発機構 航空技術部門）

1. 概要
半世紀を経た流体力学講演会（以下、流力講演会）および航空宇宙数値シミュレーション技術シンポ
ジウム（ANSS）のこれまでの歴史を振り返ることを通じて、今後の進むべき方向性について参加者と
議論・共有し、両講演会の更なる発展に寄与することを目的として、特別企画を開催した。

2. 流力講演会、ANSS のこれまでの振り返り
最初に、渡辺重哉流力講演会委員長、松尾裕一 ANSS 委員長より、流力講演会、ANSS それぞれのこ
れまでの経緯（実行委員長・開催地・招待講演・講演分野・講演者の区分等）や今後の展望について紹
介された（それぞれの講演資料を次々ページ以降に掲載）
。


流力講演会： 講演数は初回に比べ、ANSS との同時開催の効果もあって 4 倍程度に増加してい
ること、時代と共に関心の高い分野が変化し、かつ多様化している（CFD の出現等）こと、講演
者は大学が圧倒的に多く（70%程度）、JAXA がそれにつぎ（20%程度）、企業の発表が非常に少
ないこと、またその分布はほとんど変わっていないこと、などが示された。



ANSS：

プログラムや招待講演者の変遷の中から各時代の関心の高いテーマが紹介されるとと

もに、計算機能力の飛躍的な進歩とそれに対応した CFD の適用範囲の拡大の経緯が解説され、
結果を出しつつシンポジウムを継続することの意義が示された。

3. パネルディスカッション
流力講演会、ANSS のこれまでの経緯に関する講演を受けて、パネルディスカッションでは、渡辺委
員長がモデレータとなり、藤井孝藏氏（東京理科大学）、園田精一氏（川崎重工業株式会社）
、平邦彦氏
（フロリダ州立大学）がパネリストとなって議論を行った。
冒頭の各パネリストからのプレゼンでは、


流力講演会は『航空宇宙分野』を核とした流体力学の講演会であるべき。また、発表する場とし
てだけではなく、聴きに行く価値のあるシンポジウムであってほしい （藤井氏）



航空機開発者の視点では今後ますます適用範囲が拡大する CFD などの実用的な技術をしっかり
扱うことが重要 （園田氏）



海外の類似の講演会と比べて、ちょうどよいサイズで議論がしやすく、企画セッションが多くて
内容が濃い印象である （平氏）

などの意見が表明された。
その後の議論の中では、現状に対して肯定的な意見として、「今回、新たな試みとして AIAA （米国
航空宇宙学会）との合同セッションなどにトライしているのは将来の方向性を考える上でよいこと」、
「同時開催している Aerodynamic Prediction Challenge （APC）は航空機開発を見据えた上で産学官
を交えて密接な議論ができ、企業の参加者にとって有益」
、
「今回の特別企画では『交通流』、
『データ同
化』など AIAA では扱われないテーマが見られ、日本の強みとなりうる」などの意見が示された。
一方、現状に対してネガティブな意見としては、
「昔の流力講演会は真の専門家が参加していて、そこ
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から学べた。今はそういう魅力が薄れているのでは」、
「ANSS が加わって大きくなりすぎた印象がある」、
「海外の視点では、言語が日本語であり、講演集へのアクセスが制約されているなどの問題があり、改
善が期待される」などがあった。
更に今後の改善の方向性に関しては、
「他分野、他学会と連携する部分は明確にするべき」、
「多分野統
合も今後重要性が高まるテーマであり扱っていくべき」、「若い人の意見をしっかり聞くことが必要」、
「AIAA との協力は様々な可能性がある」、「以前実施していたことのある見学会は、企業所属や海外か
らの参加者には有益ではないか」などの意見が出された。
また会場からも、
「企画が増えすぎているのではないか。遷移、乱流、超音速のような普遍性のあるテ
ーマはしっかり継続的に扱ってゆくべき」、
「流力講演会、APISAT、ICAS という国内から海外に繋がる
3 つの講演会の役割分担をしっかり考えてほしい」、「ソリューションを意識して斬新なアイディアを出
すという取組みが重要」などの指摘があった。

4. まとめ
今回の特別企画の参加者は多くはなかったが、産学官、海外からのパネリスト、会場の聴衆による多
様な視点での真剣な意見交換が行われ、将来の流力講演会および ANSS の方向性を考えていく際の重
要な示唆が得られた点で大変有意義であった。今回の企画の成果を今後の講演会運営に積極的に活用し、
2 つの講演会/シンポジウムを相補的に発展させてゆくことが重要と考える。

図 1 パネルディスカッションの様子．左より平邦彦氏（フロリダ州立大），園田精一氏（KHI），藤井
孝藏氏（東京理科大），およびモデレータの渡辺委員長（JAXA）
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航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム(ANSS)
企画セッション「JAXAソフトウェアユーザー懇談会」概要報告
相曽 秀昭，村上 桂一
（宇宙航空研究開発機構 航空技術部門 数値解析技術研究グループ）

A Brief Report on the Organized Session “JAXA Software Users’ Meeting”
Hideaki AISO and Kei-ichi MURAKAMI (Aeronautical Technology Directorate, JAXA)
ABSTRACT
The article gives a report on the organized session “JAXA Software Users’ Meeting”. The session is specialized in
technical information provision and discussion on JAXA software developed for numerical simulation, mainly CFD
(Computational Fluid Dynamics). The first part includes three lectures on recently developed software items that are
BOXFUN, FBasis and Harmonee. The second includes three lectures on interesting usage of JAXA software in the
research activity of universities and free discussion. A brief overview is reported in this article. The presentation slides
used in the lectures in first session are attached for the readers’ reference as well.
１．はじめに
以前より航空宇宙数値シミュレーション技術シン
ポジウム（ANSS）において、JAXAの研究開発成果
の社会還元の一つである大学等に対する覚書締結に
よるソフトウェア提供に関連し、それらソフトウェ
アの技術的課題等を議論する企画セッションが行わ
れてきた。
ここ数年の間は『教育支援』としてより広い視野
での議論を行うために流体力学講演会とANSSの合
同企画としていたが、今回は再びANSS単独の企画セ
ッションとして開催し、FaSTAR等のJAXAソフトウ
ェアに関する情報の提供や議論等を行う場とした。
２．セッション構成
以下の様に前後半2つのセッションが企画された。
Ⅰ.JAXAソフトウェアの展開
・格子生成ツールBOXFUNの紹介と開発進捗
石田 崇（JAXA）
・特徴構造解析ツールFBasisの紹介
大道 勇哉（JAXA）
・最適化ライブラリHarmoneeの紹介
金崎 雅博（首都大、JAXA客員）
Ⅱ.ツール利用事例に関する全体討論 ―事例紹介
と自由討論―
【事例紹介】
・ FaSTARのUCR機能利用事例紹介:プラズマア
クチュエータの流体制御性能予測と最適化
松野 隆 （鳥取大）
・三次元航空機形状周りの数値流体解析におけ
るレイノルズ数効果の検討事例から
山崎 渉（長岡技科大）
・HexaGridを用いたフィン付き飛翔体の解析事
例
高木 雄哉（横浜国大）
【自由討論】

３．「Ⅰ.JAXAソフトウェアの展開」概要
ソフトウェア開発担当者の三氏によるソフトウェ
ア機能等の紹介である。
BOXFUNは主にFaSTAR利用時の格子生成ツール
としてHexaGeidの後継として開発が進められており、
現状での機能や利用例について解説がなされた。
FBasisは大規模シミュレーションで得られたデー
タの特徴を抽出し、シミュレーション結果について
のより本質的な理解を促進する為のデータ処理ツー
ルであり、その動作原理や利用例が紹介された。
HarmoneeはFaSTAR等でのシミュレーション結果
を設計等での最適化に活用できるように開発が進め
られており、原理の解説や利用例の提示が行われた。
なお、これらの3講演については、各講演において
用いられた発表スライドを講演者より提供していた
だき参考資料として掲載している。
４．「Ⅱ.ツール利用事例に関する全体討論 ―事例
紹介と自由討論―」概要
大学等でJAXAソフトウェアを利用いただいてい
るユーザーの方から、他のユーザーにとっても興味
深いと思われる利用例を紹介いただき、そこから提
起される課題等についての自由討論に広げていった。
松野氏にはFaSTARの機能の一つであるUCR１の具
体的な利用例として標記の計算を紹介いただいた。
山崎氏の事例は題目に沿う形でのいくつかの計算例
の紹介をいただいたが、多くのユーザーに興味深い
ものであったと思われる。高木氏は機体に薄いフィ
ンが付いた形状（一般に格子生成の困難さが知られ
る）でのHexaGridによる格子生成におけるパラメー
タ調整の効果や他のツールとの比較等について試行
User Customized Routinesの略称。この機能によりFaSTARの
プログラムにユーザー独自の計算条件を付加することができ
る。FaSTARの標準機能の一部としてマニュアルにおいても説
明されている。
１
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例を提示しながら紹介していただいた。
その後の会場全体での議論での主な質疑応答につ
いて要旨を以下にまとめておく。
【質問】格子生成ツールを使いこなすにはノウハ
ウが重要だと思うが、HexaGridのマニュアルでは
初めてのユーザーでも使いこなせるようなノウハ
ウ的な情報まで含まれているのか？
【発表者の高木氏から】ユーザー目線で見て充実
していると言ってよいのではないか。ただし、（格
子生成も含んでの）解析事例がもっと多いとよい
かもしれない。

供の形を作りあげていくためにもユーザー会は重要
なものであると考えられる。
最後に今回の議論に参加し、JAXAのソフトウェア
開発や利用について有益な意見を述べていただいた
発表者・参加者の皆様方への謝意を表するものであ
る。
（次頁以降に「Ⅰ.JAXAソフトウェアの展開」での
3講演のスライドを掲載）

【質問】（同じくHexaGridについて）ユーザーか
らのフィードバックの開発やマニュアル等への反
映は？
【ツール提供側から】HexaGridでは開発フェーズ
は終了しているので、今後はノウハウをマニュア
ルに反映・蓄積していく。また、各場合について
最適なパラメータ選択について実験計画法を適用
する試みを考えている。ただ、格子生成では（後
継として開発している）BOXFUNも利用してほし
い。
【質問】UCRの利用例は2次元だったが3次元の場
合でも同じようにやれるのか？
【発表者の松野氏から】試している範囲では3次元
でも可能だと思う。計算の速さ等について言える
段階ではないが。
【要望】（FaSTARによるCFD計算について）計算
の規模感（メモリの必要量や計算速度）が分かる
ような情報が欲しい。例えば、先ほどのBOXFUN
紹介にあったような「一千万点でメモリ10GB」と
いったガイドライン的なもの。自分がFaSTARでの
計算を始める際、この辺りについては手探りでや
っていった感じだった。情報があれば計算にとり
かかる際に役に立つ。
【ツール提供側から】JAXA内部での解析例以外に
もユーザーからアンケート等で情報を集め、いく
つかの例についてどの程度（格子点数など）の計
算でどの程度の（メモリ、CPU等）計算資源を使
うかといった情報を提供するとよいかもしれない。
検討したい。
【ツール提供側（開発者）から】当方の試験や経
験では、一千万格子点の計算でメモリは10GB程度。
また、並列性能では一千万点の計算で3000並列く
らいまでは効果ありといえる。このあたりが目安
にはなると思う。
５．おわりに
いまや前世紀となったCFDの黎明期から1990年代
頃まではCFDは主にその研究開発者かそれと同等の
専門的知識を有する者により行われるものであった。
しかし、CFDがツールとして広く普及した現在では
JAXAソフトウェアにおいてもユーザーはより広い
範囲に広がり、CFDに関する研究以外の工学研究の
中でツールとして利用される例が増えている。この
ような状況の中でユーザーの役に立つ技術情報の提
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ANSS1「JAXAソフトウェアユーザー懇談会」

格子生成ツールBOXFUNの紹介と開発進捗

宇宙航空研究開発機構 航空技術部門
数値解析技術研究ユニット
石田 崇

発表内容
研究背景
HexaGridからBOXFUNへ

BOXFUN機能紹介
現状の課題
まとめと今後

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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HexaGridの開発
 六面体ベースの自動格子生成ソフト

 手動で作成すると~1カ月⇒HexaGridで1~2時間
 直交格子に基づく非構造格子⇒高速に生成可能，複雑形状に対応
 通常のPCまたはJSS（JAXAスパコン）で動作

直交格子の投影
プリズム層挿入



物体から離れた空間は六面体直交格子（レベルのつなぎ目はピラミッド）
近傍は物体適合のレイヤー格子（レイヤー格子も六面体）

格子平滑化

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット

3

HexaGridの特徴
 質の悪いSTLデータにも対応
 複数のSTLデータに対応可能

⇒ CADデータ修正作業の削減
⇒ パーツの入れ替えが容易

※STLデータに小さなギャップ、オーバーラップ、交差があっても対応可能
 少ないパラメータで自動格子生成

⇒

 領域サイズ (x, y, zの最大・最小)
 物体表面のセルサイズ（最大・最小）
 レイヤー格子の最小格子幅、拡大率

ユーザフレンドリー

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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HexaGridの課題

特徴線捕獲なしの格子表面
hexa_feature_action: smooth
特徴線捕獲ありの格子表面
hexa_feature_action: capture
 特徴線捕獲のオプションはあるが，うまく捕獲できずにバリが出来る．
⇒凹形状に対する特徴線捕獲が苦手
 シングルプロセス用のプログラムなので，格子生成に限界がある．
⇒大規模格子生成に向いていない
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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BOXFUNの開発
 HexaGridの課題を解決するべく，新たな格子生成コードの開発に着手
 特徴線捕獲
 大規模格子生成

⇒マニュアル操作機能を組み込む
⇒Building-Cube法のフレームワーク活用

 名称：BOXFUN
Block-based vOXel for Fine UNstructured grid
 開発環境

 開発言語：
 可視化ライブラリ：
 GUIフレーム：

C++, Visual Studio 2017
OpenGL, GLUT
GLUI（研究開発用），Qt（配布用）

 動作環境

 Windows
 Linux（JSS2のリモートデスクトップ含む）

 プログラム構成

 BOXFUN SURF：
 BOXFUN VOX：
 BOXFUN UNS：

特徴線抽出モジュール
直交格子生成モジュール
非構造格子変換モジュール

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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格子生成の流れ
自動および手動による特徴線抽出
STL入力
特徴線抽出：SURF

ハンギングノード有

入力特徴線の保持

直交格子生成：VOX
表面＆空間格子生成：UNS

主翼前縁

主翼後縁

捕獲された特徴線近傍の表面格子
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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Voxelデータ構造の詳細
理研フレームワークより

BOXFUN

template<size_t D>
OctreeNode{
OctreeIPos<D>
union{
OctreeNode<D>
OctreeLeaf<D>
};
};

template<size_t D>
OmnitreeNode{
OmnitreeIPos<D>
union{
OmnitreeNode<D>
OmnitreeLeaf<D>
};
};

template<size_t D>
OctreeInfo{
unsigned short
unsigned short
};

m_pos
m_child
合計

m_pos;
*m_child;
*m_leaf;

depth;
pdg[D];

: 2+2D=2(D+1)[byte]
: 4[byte]
: 2(D+4)[byte]

template<size_t D>
OmnitreeInfo{
unsigned short
unsigned short
unsigned int
};

m_pos
m_child
合計

m_pos;
*m_child;
*m_leaf;

flags;
depth;
pdg[D];

: 2+2+4D=4(D+1)[byte]
: 4[byte]
: 4(D+2)[byte]

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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情報のビット管理
OmnitreeInfo::depth
15

14

13

12

11

10

9

8

Z depth

flag

7

6

5

4

3

Y depth

2

1

0

1

0

X depth

OmnitreeInfo::flags
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

ID

5

4

3

2

flag

domain number for MPI

leaf

wall

fluid

dimension
agg.

div.

Z

Y

unsigned short型変数

：2[byte] =16[bit]

unsigned int型変数

：4[byte] =32[bit]

各軸方向のdepth

：5[bit]

解像度

=
：
(代表⻑さ ，外部領域 の時，  

X

=0~31



航空技術部門 数値解析技術研究ユニット

)

9

擬似2次元格子対応
 従来のHexaGridには無い機能

 3次元格子生成モジュールを用いて擬似2次元格子を作成出来る
 奥行き方向に座標が一致するよう修正機能を追加
 Omnitreeの制約上，分割数は2のべき乗
 奥行きの⻑さは自由に設定可能

奥行き1セル

奥行き8セル

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット

10

This document is provided by JAXA.

58

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

パーツ毎の細分化設定
 パーツ毎に最大・最小階層を設定
 多要素翼型の格子生成例
 スラット・フラップ
 メイン

：15階層
：13階層

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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Refinement Boxによる細分化
 GUI上で細分化領域を指定して細分化する

 現状では領域指定はboxのみ（始点座標，領域サイズ，階層）

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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Adaptive Refinement
 曲率の大きい所を簡易的※に細分化する
※着目しているvoxelを中心に検査体積を設定，内部に含まれる表面格子の法
線ベクトル同士の内積を計算し，最小値が閾値以下なら分割

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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Adaptive Refinement
計算結果から細分化領域を特定・細分化

高揚力装置の後流細分化の例

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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Multigrid機能
level1

level0

 Multigrid機能を導入
 直交格子
 レイヤー格子

level2

：tree構造を用いて結合
：鉛直方向に結合

 Hexagridとの性能比較は未実施
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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特徴線捕獲の改良
 ダイクストラ法（Dijkstra’s Algorithm）を適用し、自動化を図る
 ノード毎のコスト（評価関数）には，着目している特徴線との距離
を用い、距離の総和が最小になる経路を探索する
 手順
①

ある特徴線に着目

③

距離を評価関数にしてダイクストラ法を適用

②
④
⑤
⑥

全ての表面格子点と特徴線との距離計算を行う
始点からコスト計算開始

対象の表面格子点が無くなるまでコスト計算実施

終点から始点に向かう最短経路（格子点群）をリストアップ

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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直線形状に対する適用例

before

after

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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曲線形状に対する適用例

before

after

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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HexaGridとの比較
BOXFUN

HexaGrid

比較図

マニュアル操作により形状特徴の再現性が向上
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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メモリ使用量(64bit環境下)
非構造データの要素数見積もり（All Hexaの場合）
Hexa
Node
Edge
Rectangle

nhexa
~nhexa
~3*nhexa
~3*nhexa

各要素のメモリ使用量
Hexa
Node
Edge
Rectangle

232
104
64
144

[bytes]
[bytes]
[bytes]
[bytes]

全体のメモリ使用量
10M hexa
100M hexa

9.6+α[GB]
96+α [GB]

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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大規模格子生成：NASA-CRM
coarse

medium

fine

Extra

最大階層

13

14

15

16

Smoothing
range

20

20

20

20

5332807

15787099

50451793

174936195

5126829

15310414

49152135

170838235

格子点数
総セル数

格子図

 壁面でのadaptive refinementは無し⇒表面でのhanging-nodeの影響調査は未実施
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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APCの条件での格子収束

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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風洞壁込みのCRM解析

 APCⅢ用に風洞壁込みのCRM解析格子作成
 作業時間は，STL修正含めて〜4時間程度
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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風洞壁込みのCRM解析
Wing root

Wing root

Wing TE

Tail

Strut

Sting base

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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現状の課題
 表面格子が四角形のため，表現できる形状に制約がある．

 凹部ではnegative volumeが発生するが，FaSTARの前処理でcell center
位置を修正して回避
 四角形を三角形に分割して対応
 格子フォーマットの改良

 HexaGridのように完全自動では無い．
 形状再現性と作業時間はトレードオフ

 メモリ使用量が大きい．

 直交格子自体はLaptopで数千万〜数億ボクセル程度生成可能．
 直交格子から非構造格子データに落とし込むときにメモリを要する．
 現状では表面格子生成と空間格子生成を分けることで対応．

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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まとめと今後
BOXFUNの開発状況について報告した．

 GUIを用いたマニュアル操作による特徴線捕獲の改善
 BCMフレームワークを用いた並列化

今後の予定

 自動化アルゴリズムの改良



特徴線捕獲の自動化を促進し，ユーザの負担軽減
HexaGridライクな使い方への対応



完全分散並列対応，周期境界対応、円筒座標系対応




操作性向上
マニュアルの整備




β版
マニュアル・チュートリアル・Webの整備

 機能拡充

 GUIの整備
 配布準備

活用促進指定研究制度で開発を加速
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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ご清聴ありがとうございました．

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット

27

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

67

特徴構造解析ツール
FBasisのご紹介
大道勇哉
宇宙航空研究開発機構

航空技術部門

2018.7.6
第50回流体力学講演会／第36回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム＠宮崎市民プラザ

FBasisとは
空間3次元の時系列データから特徴構造（パターン）を抽出する
ツールです。

St

St

2
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流体のモード分解解析
モード分解：時空間的な特徴構造を表すモード（基底）の重ね合わ
せとして入力データを表現することで入力データの性質を理解

流体分野では固有直交分解(POD), 動的モード分解(DMD)がよく利用
される

AlAA J.

3

FBasisの機能
実施可能なモード分解手法

固有直交分解（Proper Orthogonal Decomposition, POD）
動的モード分解（Dynamic Mode Decomposition, DMD）
Total least squares DMD (TDMD)
逐次型の固有直交分解 （Incremental POD）

入力データ形式

FaSTARのrsltファイル
Plot3D形式ファイル（.qファイル）

入力変数のパターン

特徴１：
空間3次元のデータを扱えます

特徴２：
FaSTARデータを簡単に扱えます

速度、密度、圧力
速度と音速
速度（3方向成分）のみ
圧力のみ

4
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入力データのイメージ

各時刻の流れ場(Snapshot)を並べたデータ
5

固有直交分解（POD）
特徴抽出、次元削減、データ圧縮、データの可視化などに使われる

データを射影した際の誤差が最小となる新しい（少数の）基底を求める

i

i

i

i

N
N

N

i

i

N

i

N
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動的モード分解（DMD）
動的モード分解(Dynamic Mode Decomposition, DMD)

流れ場に潜在する特徴構造とその時間変化（周波数、増幅率）を抽出
スナップショット間の流れ場の時間成長を線形の関係で表現

Aの固有値・固有ベクトルで展開

Aの固有値・固有ベクトルを用いて入力データを表現
時間変化
特徴構造
（固有値から計算）

（固有ベクトル）

7

Incremental POD
Incremental POD1,2,3では、入力データセットを一度にすべて使うのではな
く、少しずつ使い、その都度結果を更新していくメモリに保持できる大き
さの次元の行列で表現
消費メモリ量が入力データ数によらない

得られたPOD基底を入力データセットの低次元化に利用

少しずつデータを読み込み学習

全データを一度に読み込み学習

共分散行列

n

n

n

n

n

n

n
n

where,

n

n

n

n従来手法

（バッチ学習）

n
n

n
T
n

T
n

n

n
n

n

n

n

本解析の手法
n
n
n
（オンライン学習）

n

n

8
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空間パターン（DMD）

St

St

この辺で発生？

*Ohmichi, Ishida, and Hashimoto,
Modal Decomposition Analysis of Three-Dimensional
Transonic Buﬀet Phenomenon on a Swept Wing, AIAA J. Vol. 56, No. 10, October 2018

9

位相分布（DMD）

位相分布から（大体の）伝播速度や伝播方向がわかる
位相速度

、伝播角度

10
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各モードが及ぼす空気力（DMD）
抗力変動大

揚力変動大

揚力・横力

どのモードがどの程度、空気力の変動を与えているのか等も解析可能

11

特徴構造解析ツールFBasis
POD, Incremental POD, DMD, TDMD
大規模データに適用可能

FaSTARデータ（.rsltファイル）、Plot3Dファイルを簡単に取り扱
える
参考文献（手法に関して）

平邦彦, 固有直交分解による流体解析: 1，2, ながれ : 日本流体力学会誌, 30, 2011.
Taira, K. et al, Modal analysis of ﬂuid ﬂows: An overview, AIAA J., pp.1-29, 2017.
Ohmichi, Y., Ishida, T., and Hashimoto, A., Modal Decomposition Analysis of ThreeDimensional Transonic Buﬀet Phenomenon on a Swept Wing, AIAA J. Vol. 56, No. 10,
October 2018.
Ohmichi, Y., Preconditioned dynamic mode decomposition and mode selection
algorithms for large datasets using incremental proper orthogonal decomposition,
AIP Advances, 7, 075318, 2017.
大道勇哉，小林憲司，金崎雅博，大規模非定常データに対する特徴構造抽出法の開発
と大気突入カプセル後流解析への適用，FDC/ANSS2018，2E05
大道勇哉, 五十嵐康彦, 動的モード分解による多次元時系列解析, 日本神経回路学会誌 25
(1), pp.2-9, 2018.
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最適化ライブラリHarmoneeの紹介
金崎雅博
宇宙航空研究開発機構
首都大学東京

2

もくじ
1.
2.
3.
4.

最適化ライブラリの概要
評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化
近似関数を利用した最適化
FaSTARにおける適用
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3

最適化ライブラリの概要

 遺伝的アルゴリズムを用いた最適化をFaSTARのライブラリ
”Harmonee (Heuristic Algorithm for Real-world Multi-Objective
problem and NEEds)”として整備中
 実績のある手法を中心に構成
進化計算法

Non-dominated Sorting Genetic Algorithms-II （NSGA-II）

多目的解評価

非優劣ソート法(Non-dominated Sorting)，混雑度距離，制約満足度ランク

選択法

トーナメント選択

交叉法

擬似二進交叉(Simulated Binary Crossover: SBX) (NSGA-IIの標準)
混合交叉(Blended Crossover: BLX)

突然変異

多項式突然変異(Polynomial Mutation) (NSGA-IIの標準), 一様突然変異
(Uniform Mutation)

制約違反処理

指向性交配と制約満足ランク近傍交配のハイブリッド (両手法の利用率を指定可能)

近似関数法

Kriging法

初期サンプリング法

Latin Hypercube Sampling (LHS)

追加サンプリング法

Expected Hypervolume Improvement (EHVI), Multi-additional sampling
(MAs)

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化

4

 “Harmonee-ea”として整備（2018年7月現在実装済み）
 Non-dominated Sorting Genetic Algorithms-II （NSGA-II）をベースとし，指
向性交配・近傍ランク交配ハイブリッド法に基づいた制約条件の処理
進化計算法

Non-dominated Sorting Genetic Algorithms-II （NSGA-II）

多目的解評価

非優劣ソート法(Non-dominated Sorting)，混雑度距離，制約満足度ランク

選択法

トーナメント選択

交叉法

擬似二進交叉(Simulated Binary Crossover: SBX) (NSGA-IIの標準)
混合交叉(Blended Crossover: BLX)

突然変異

多項式突然変異(Polynomial Mutation) (NSGA-IIの標準), 一様突然変異
(Uniform Mutation)

制約違反処理

指向性交配と制約満足ランク近傍交配のハイブリッド (両手法の利用率を指定可能)

近似関数法

Kriging法

初期サンプリング法

Latin Hypercube Sampling (LHS)

追加サンプリング法

Expected Hypervolume Improvement (EHVI), Multi-additional sampling
(MAs)
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5

 “Harmone-ea (evolutionary algorithm)”として整備（2018年7月現
在実装済み）
 Non-dominated Sorting Genetic Algorithms-II （NSGA-II）をベースとし，指
向性交配・近傍ランク交配ハイブリッド法に基づいた制約条件の処理
最適化（世代数・個体数・設計変数数とそれら
の範囲，各種オペレータ）条件の入力

求められた変数に
寄る形状

ユーザーによる設定

乱数による初期変数群
評価

Hexagrid
ランキング

交叉・突然変異によ
る次世代の変数群

データマイニ
ング，多変量
解析用ソフト
ウェア

選択
No
交叉

突然変異

終了判定

Yes

設計解の取得
データマイニ
ングなど

6

f2

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化
非優劣ソート法に基づく解選択
関数f1,f2の同時最小化を考える

Rank3
Rank2
Rank1

f1
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評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化

7

指向性交配

f2

Feasible solutions
Infeasible solutions

Rank2
(feasible)

Pa

Mating

Rank1
(feasible)

Pb
Solutions dominating Pa
in the objective space

Optimum direction

f1

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化

8

近傍ランク交配
近い制約違反ランク同士のうち，解空間でのRank
が高いものをトーナメント選択により選択

f2

N Solutions(N: number of violated constraints)
N=0: feasible solutions
N>0: infeasible solutions

2

2

1
3

0

Pa

Mating
3

2
Optimum direction

0
0

Rank3

Pb

Rank2
Rank1

f1
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9

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化
テスト関数による制約付き問題（f1, f2の最小化問題）

ペナルティ法

Harmone （指向性交配
：近傍ランク交配＝1：0）

Harmone（指向性交配：近
傍ランク交配＝1：1）

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化

10

空力設計問題への適用例
 簡単な遷音速翼設計（ねじり分布とキャンバー分布の設計）に
Harmone-eaを適用
 空力性能の取得はFaSTARを利用
 1個体の評価に約120分（約660万セル，128並列）
Minimize CD
Subject to CM_CRM≦CM
8

変形なし

6

変形後×1.5
変形後×0.8

ねじり角(deg)

4
2
0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

-2
-4
-6
-8

η
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11

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化
最適方向に解が求められた

制約条件を考慮

制約条件を考慮しない

12

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化
代表解
η=0.90
η=0.80
η=0.60
η=0.42
η=0.37
η=0.25
S.O.B.

CD=274.370cts@CL=0.5
キャンバ比（opt/org） =1.0755
ねじり角比（opt/org）=1.2431
（初期形状
CD=271.713cts@CL=0.5）
12
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13

近似関数を利用した最適化
 “Harmonee-sa (surrogate model assisted)”として整備中
Kriging法による近似関数
最適化条件の入力（Harmone-eaと同じ）
LHSによる変数群の初期サンプリング
求められた変数に
寄る形状

評価

Hexagrid

データマイニ
ング，多変量
解析用ソフト
ウェア

Kriging法による近似関数
EHVI値の最大化
追加サンプルの変数取得

No
終了判定

Yes

設計解の取得
データマイニ
ングなど

近似関数を利用した最適化

14

 “Harmonee-sa (surrogate model assisted)”として整備中
EI(Expected Improvement)による近似関数上での解探索

Initial designs

c

Additional designs

Initial model

c

c
Improved model

EHVI(Expected Hypervolume Improvement)による多目的問題への拡張
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近似関数を利用した最適化

15

Multi-Additional Sampling
EI

EI

・
・
・

近似関数を利用した最適化

16

EGO

 MAsを用いても，最
適解を取得可能
 効率は並列数分向上
 今後，空力設計問題
への適用を実施
EGO w/ MAs
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17

今後の展望
Harmonee-eaの整備
問題定義箇所のインターフェースづくり
より複雑な問題への適用
Harmonee-saの整備
FaSTARによる実問題解決事例
制約条件処理
FaSTAR-moveなどの利用
多分野統合最適化
事例の拡充・整理

評価値を直接利用した進化計算に基づく最適化

18

指向性交配

f2

Solutions

Mating

Pa

Pb
Solutions dominating Pa
in the objective space

Optimum direction

f1
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19

圧力分布の比較
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大規模非定常データに対する特徴構造抽出法の開発と
大気突入カプセル後流解析への適用
大道 勇哉*1，小林 憲司*2，金崎 雅博*2
*1
宇宙航空研究開発機構，*2 首都大学東京

Feature extraction technique for large time-series data
and its application to wake flow analysis of a re-entry capsule
by
Yuya OHMICHI, Kenji KOBAYASHI, and Masahiro KANAZAKI
ABSTRACT

The feature extraction technique based on dynamic mode decomposition (DMD) and mode selection methods for large CFD datasets was
proposed. The incremental proper orthogonal decomposition (POD) was introduced as a preconditioning step. By performing the
preconditioning step, the DMD and mode selection can be applied to large datasets with low memory consumption. The proposed algorithms
were applied to a subsonic flowfield around a re-entry capsule. We found that the flowfield has four dominant fluid phenomena and they
have the frequency of St ≈ 0.2 and St = 0.0159. Furthermore, the contribution of these fluid phenomena on the aerodynamic coefficient
fluctuations of the capsule was clarified. The result showed that the lift and drag coefficient fluctuations are dominated by vortex shedding
phenomena (of St ≈ 0.2) and pressure oscillation phenomena in the recirculation region (of St = 0.0159), respectively. This pressure oscillation
phenomenon of St = 0.0159 has not been reported so far and seems to be related to dynamic instability phenomena of the capsule because its
time scale is close to that of the capsule’s motion reported previously.
１．はじめに

ある．これらの研究により，機体背面の圧力変動が姿勢運動

計算機性能が向上したことにより，航空宇宙・流体力学分

に対して位相遅れを生じること等がわかっているが，動不安

野における数値流体解析（CFD）ではRANS等の定常解析だけ

定現象とカプセル周りの流体現象の関係の包括的な理解は

でなくLES・DNS等の非定常解析も多く行われるようになっ

未だなされておらず，現在も研究が進められている9,10．

てきた．しかしながら，円柱などの簡単な形状周りの流れ場

本研究では，カプセルの動的不安定と流体現象の関係を調

であっても非定常流の流体構造は複雑となるため，CFDで得

べるため，亜音速飛行時のカプセル後流に生じる流体現象を

たデータから流れ場の物理的に重要な情報を抽出すること

解析する．具体的には，IDDES11による非定常流体解析により

は難しい．このような背景から，近年，固有直交分解（POD）1

得たカプセル周りの非定常流れ場データにDMDを適用する

や動的モード分解（DMD）2等のモード分解解析法が盛んに

ことにより，流れ場がどういった時空間構造を持つ流体現象

研究されている3,4．モード分解解析では，何らかの仮定に基

の組み合わせにより構成されているのかを調べる．さらに，

づいて流れ場をいくつかの特徴構造に分解することで，流れ

圧縮センシングに基づくモード選択手法により，得られた特

場の理解を助けることが可能である．

徴構造の中から特に支配的な流体現象を表す構造を特定し，

しかしながら，これまで研究されてきた既存のモード分解

それらの流体現象がカプセルの運動にどのような影響を与

解析法は，3次元非定常CFDデータのような大規模な入力デ

えるのかを明らかにする．以上の解析を通して，開発した特

ータセットへの適用には限界がある．これは，既存手法では

徴構造解析法の有効性を示す．

入力データセットを一度にメモリ上に保存する必要がある
ためである．そこで我々はこの問題を解決するために，オン

２．特徴構造抽出法

ライン型のアプローチと入力データの低次元化による前処

２．１

入力データセット

理を組み込んだモード分解解析アルゴリズムを提案してい

入力データセットは，各時刻の流れ場の3次元空間分布で

る5．本研究では，提案手法を大気突入カプセルまわりの非定

ある．流体分野では，各時刻の流れ場に対応する入力ベクト

常CFDデータに適用することで，その有効性を示す．

ルをSnapshotと呼ぶことが多い．各Snapshotは，CFDに用いた

大気突入カプセルは，亜音速から超音速の速度域で飛行中
に動不安定を生じやすいことが広く知られている．例えば，

各セル上の密度(𝜌𝜌)，速度(u, v, w)，および圧力(p)の5変数を並
べたベクトル𝒙𝒙� � �𝜌𝜌� 𝑢𝑢� 𝑣𝑣� 𝑤𝑤� 𝑝𝑝� ⋯ 𝜌𝜌� 𝑢𝑢� 𝑣𝑣� 𝑤𝑤� 𝑝𝑝� �� である．

宇宙航空研究開発機構（JAXA）の開発するカプセル形状再突

すなわち，各Snapshotはd = 5n次元の列ベクトルとなる．ここ

入機H-II Transfer Vehicle-Return Vehicle (HRV)でも，風洞実験6

で，左辺の添字kは，各Snapshotの時刻(𝑡𝑡� � �Δ𝑡𝑡)に対応し，右

によりM ＝ 0.4やM = 1.1の速度域でピッチ方向・ヨー方向の
振動が観察されている．このような動不安定現象に関する詳
しい研究としては，Hiraki

7やTeramoto

and

Fujii8による研究が

辺の添字はセル番号を表している．4章の大気突入カプセル
後流の解析では，N = 3500個のSnapshotを用いた．各Snapshot
間の時間間隔はΔ𝑡𝑡 � ����である．ここでΔ𝑡𝑡は主流速度𝑈𝑈� 及

This document is provided by JAXA.

84

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

びカプセル直径Dにより無次元化している．
また，本研究では，データ間の内積を以下で定義した12．
〈𝒙𝒙� , 𝒙𝒙� 〉 � � �𝜌𝜌� 𝜌𝜌� � 𝑢𝑢� 𝑢𝑢� � 𝑣𝑣� 𝑣𝑣� � 𝑤𝑤� 𝑤𝑤� � 𝑝𝑝� 𝑝𝑝� ���.
�

�1�

ここでVとdVはデータの定義されている空間領域および体積
要素である．内積を体積積分の形で定義することで，内積計
算の計算格子に対する依存性を減らすことができる．

と計算される．上記の更新則を適用するとU� の列数qは1つず
つ大きくなっていく．qが必要なPOD基底数rより大きくなっ

た場合には，最小の固有値に対応するU� とD� の行と列要素を

削除することで行列の大きさを保つ．以上の更新則を用いて
全データを処理し（すなわち𝑘𝑘 � �），最終的にP� � U� とし
てPOD基底を得る．

ここではアルゴリズムの考え方のわかりやすさのために

２．２ オンライン型固有直交分解 （Incremental POD）

共分散行列を用いて説明した．しかし，上記の説明からわか

3次元非定常CFD解析結果の入力データセットは容量が大

るように，実際のプログラム上では共分散行列C� を直接求め

は困難である．そこで我々は，オンライン型のPODを用いた

る必要はなく，U� とD� のみを逐次的に更新していけばよい．

入力データの低次元化を提案している．オンライン型のPOD

ついては，既報14,15を参照されたい．

では，全ての入力データを一度にメモリ上に読み込むのでは

２．３

きく，消費メモリ量の制約から通常のモード解析手法の適用

なく，データを一つずつ逐次的に処理するため，入力データ
が大規模であっても多量のメモリを必要としない．オンライ

また，Incremental PODを流体データへ適用した際の性能等に
入力データセットの低次元化

２．２節の計算で得られたr個のPOD基底P� を用いて入力デ

ータセットを以下の式で低次元化する．

ン型のPOD手法はこれまで多くの手法が提案されているが，
本研 究では以下で 説明 す るArora et al.13 によ るIncremental
PODを用いた．
まず，POD基底は次式を最小化する直交基底P� ∈ ℝ��� と

して求まる．

𝐽𝐽��� �P� � � ‖X � P� P�� X‖� .

�2�

こ こ で ， X � �𝒙𝒙� ⋯ 𝒙𝒙� � は 入 力 デ ー タ セ ッ ト で あ る ．

Incremental PODでは，式�2�を最小化するP� を逐次的に求め

る．P� はXの共分散行列の固有ベクトルとして求めることが
できる．そこで，まず𝑘𝑘 � 1番目までのデータで定義される共

�
とす
分散行列の階数qでの近似表現をC��� � U��� D��� U���

る．D��� はC��� に対するq個の固有値から成る対角行列であ

り，U��� は対応する固有ベクトルから成る行列である．（す

なわち，U��� は𝑘𝑘 � 1番目までのデータに対するPOD基底であ
る．）逐次的にPOD基底を更新するには，k番目のデータを受
けた取った際のC� の更新則を考えればよい．𝑥𝑥� を基底U��� に

�
�� � U���
𝒙𝒙� ，基底に対する垂直成分
射影したときの係数を𝒙𝒙

を𝒙𝒙�
�

� 𝒙𝒙� �

�
U��� U���
𝒙𝒙� とする．このとき，C� は次のように

更新できる．

ここで，

C� � �U���

Q�

𝒙𝒙�
�

�𝒙𝒙�
��

� Q � �U���

�� 𝒙𝒙
���
𝑘𝑘 � 1 𝑘𝑘𝑘��� � 𝒙𝒙
�
�
𝑘𝑘 �
���
�𝒙𝒙�
� �𝒙𝒙
� �

Q� の 固 有 値 分 解 を Q� � U S U

�U���

𝒙𝒙�
�
�𝒙𝒙�
��

� U � S � U �� �U���

𝒙𝒙�
�

𝒙𝒙��
�𝒙𝒙�� �

�

�𝒙𝒙�
��

� ,

���
�𝒙𝒙�
� �𝒙𝒙
��

�
�𝒙𝒙�
��

�

�

� .

�3�

�4�

と す る と ， C� �

底U� と対応する固有値行列D� は，それぞれ，
𝒙𝒙�
�

�U
�𝒙𝒙�
��

D� � S�,

�

,

�7�

�∈
ここで，P� ∈ ℝ��� なので，低次元入力データセットはX

ℝ��� の小さな行列(𝑟𝑟 𝑟 𝑟𝑟)となる．なお，本研究ではr = 81と

した．
２．４

動的モード分解 （DMD）

DMDはSchmid2により近年開発されたモード分解手法であ
る．従来利用されてきたPODと異なり，データの動的な構造
を捉えることが可能な利点があるため，様々な分野で利用さ
れ始めている．DMDでは，以下の式を満たす線形オペレータ
Aを考える．
�8�

X� � �X� .

ここで，X� � �𝒙𝒙� ⋯ 𝒙𝒙��� �およびX� � �𝒙𝒙� ⋯ 𝒙𝒙� �である．そし

て，DMDモードは以下の固有値問題の固有値𝜆𝜆および固有ベ
クトル𝝓𝝓として求まる．

�9�

�𝝓𝝓 � 𝜆𝜆𝝓𝝓.

すなわちDMDは入力変数の平均的な時間発展を線形系で近似し，
その系の解の重ね合わせによりデータを表現する手法である．
DMDのアルゴリズムは多くの手法が提案されているが，本
研究ではtotal least squares DMD (TDMD)を用いた．TDMDで
は，式�8�を満たす行列Aを求める際に全最小二乗法(total least
squares)を用いる．TDMDは，通常の最小二乗法を用いる従来
手法と比べて，入力データセットの再現性という点で良い性
能を持つことがわかっている．アルゴリズムの説明は，

� なので，更新されたPOD基

U� � �U���

� � P�� X.
X

�5�
�6�

Hemati et al.16とDawson et al.17が詳しい．
また，上述のように大規模データを扱うために，DMDの入
�を
力データセットとしてXの代わりに低次元データセットX
�
用いた．元のデータセットXに対するDMDモード(𝜆𝜆𝜆𝜆𝜆)は，X

� )から次式で計算される．
に対するDMDモード(𝜆𝜆�, 𝝓𝝓
�.
𝜆𝜆 � 𝜆𝜆� ��� 𝝓𝝓 � P� 𝝓𝝓

�10�

また，固有値𝜆𝜆から各DMDモードの増幅率𝜎𝜎とストローハル
数Stが以下のように求まる．
𝜎𝜎 �

����𝜆𝜆�
����|𝜆𝜆|�
��� �𝛥𝛥 �
.
2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝛥𝛥𝛥𝛥

�11�
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２．５ 圧縮センシングに基づくモード選択
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般的に，組み合わせ最適化問題は計算量が非常に大きいため

DMDの欠点として，得られたDMDモードのうち，どのモー

厳密解を計算することは困難である．貪欲法は，組み合わせ

ドが物理的に重要なのかが自明ではないことが挙げられる．

最適化問題に対する最も基本的な近似解法の一つであり，非

この問題を解決するために，Jovanović et al.18は，圧縮センシ

常に計算量が小さいものの多くの実用問題で良い近似解を

ングの考えを導入した．圧縮センシングでは，再構築誤差を

得られることが知られている21．

小さく保ちつつ，できるだけ少数のモードを用いて入力デー
タセットを表現する．Jovanović et al.18はleast absolute shrinkage
and selection operator

19

(LASSO)を用いてこれを実現した．ま

たOhmichi5は，貪欲法に基づく圧縮センシング手法を用いて
いる．本研究では以下に説明する貪欲法によるモード選択ア
ルゴリズムを用いて物理的に重要なモードを特定した．
先行研究であるJovanović et al.18やOhmichi5のモード選択で
は，評価の基準となる再構築誤差を以下のように定義した．
��Φ
� 𝐷𝐷� 𝑉𝑉��� � .
𝐽𝐽��� �𝜶𝜶� � �X
�

�12�

� )を用いて以下
�がDMDモード(𝜆𝜆�, 𝝓𝝓
この式は，データセットX
のように近似的に表現できることに基づいている．
� 𝐷𝐷� 𝑉𝑉���
𝑋𝑋� � Φ
𝛼𝛼�
𝜆𝜆���
� � ⋯ 𝝓𝝓
�� � �
� �𝝓𝝓
�� ⋮
⋱
𝛼𝛼� 𝜆𝜆���

⋯
⋱
⋯

𝜆𝜆�����
⋮ �.
𝜆𝜆����
�

�13�

ここで，𝐷𝐷� は対角行列であり，その要素は各モードの初期振

幅を表す係数ベクトル𝜶𝜶 � �𝛼𝛼� ⋯ 𝛼𝛼� �からなる．𝑉𝑉��� は各モー

ドが式�11�の増幅率と周波数で時間発展することを表す．

しかしながら，本研究のように解析対象のデータセット中

に時間スケールの大きく異なる複数の現象が含まれている
場合，式�13�によってデータセット𝑋𝑋� をうまく近似すること

表 1. 貪欲法によるモード選択アルゴリズム
�, X
�, and sparsity level K.
Input:
Φ
Initialize: iteration counter i = 0,
estimated support 𝒮𝒮 � � �.
while i < K do
𝑗𝑗� � ������� 𝐽𝐽�𝒮𝒮 � ∪ 𝑗𝑗�, 𝑗𝑗 � 𝒮𝒮 � ,
𝒮𝒮 ��� � 𝒮𝒮 � ∪ 𝑗𝑗� ,
� � � � 1.
end
表 2. 特徴構造解析の枠組み
I. Preconditioning:
a. Perform Incremental POD using Eqs. �3�–�6�.
b. Low-dimensionalize the datasets using Eq. �7�.
II. Dynamic Mode Decomposition:
a. Perform DMD to low-dimensionalized datasets.
b. Calculate full-dimension DMD modes using Eq. �10�.
III. Mode selection:
a. Perform mode selection using the low-dimensionalized
datasets (Table I)
IV. Reconstruction (If needed):
a. Input datasets can be reconstructed using the selected
modes by Eq. �16�

は困難である．これは，データ中の典型的な現象の周期𝑇𝑇� に

比べて全体のデータが長い場合(すなわち，𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁� )，DMD
モードと実現象の間の周期や位相の小さなずれの影響が式
�12�の再構築データに大きく現れてしまうためである．そこ

で本研究では，Alenius20の研究を参考にして，式�12�の代わ
りに次式を用いた．

��Φ
�C
X
𝑐𝑐�� ⋯ 𝑐𝑐��
�� � � ⋮
� � ⋯ 𝝓𝝓
⋱
⋮ �.
� �𝝓𝝓
𝑐𝑐�� ⋯ 𝑐𝑐��

�14�

すなわち，式�13�のように初期振幅のみを決定するのではな

く，時間ステップ毎に最適な重み係数𝒄𝒄� � �𝑐𝑐�� ⋯ 𝑐𝑐�� �� を決定
� の擬似逆行列Φ
� � を用いてC��� �
する．最適な重み係数は，Φ
� �X
�と求まる．これらの式を用いて，本研究では，以下の再
Φ

構築誤差を最小化するモードの組み合わせとして重要なモ
ードを求める．

� 𝒮𝒮� X
�� .
��Φ
� 𝒮𝒮 Φ
𝐽𝐽�𝑆𝑆� � �X
�

図 1 特徴構造解析の模式図
貪欲法に基づくDMDモードのモード選択手法である我々
の手法は，𝐽𝐽�𝒮𝒮�を最小化するモードを1つずつ繰り返し選択す
る．最初の反復ステップでは，1つのモードのみを用いた場合

に𝐽𝐽�𝒮𝒮�を最小化するモードを求める．そのようなモードは，
全DMDモードに対して，それぞれのモードの達成する最小の
再構築誤差𝐽𝐽�𝑆𝑆�を計算することで求まる．次の反復ステップ
では，最初のステップで得られたモードと組みわせた際に最

�15�

小の𝐽𝐽�𝑆𝑆�を与えるモードを求め，2つ目の選択モードとする．

� � ⋯ 𝝓𝝓
� � �に対し
� 𝒮𝒮 はDMDモードを並べた行列Φ
� � �𝝓𝝓
ここでΦ
� � � ��に含まれない添字
て，添字集合𝒮𝒮 � �𝑗𝑗 � 𝑗𝑗 � �1,2, ⋯ , 𝑟𝑟�, 𝝓𝝓

以降の反復ステップでも同様に1つずつモードを追加してい

式�15�を最小化するモードの組み合わせ𝑆𝑆を求める手法と

場合よりも飛躍的に小さくなり，現実的な計算コストで近似

き，選択されたモード数がユーザの指定した個数（K個）とな

に対応するDMDモードを0に置き換えた行列である．（すな

った時点で反復を終了する．このように計算することにより，

わち，𝑆𝑆はモードの組み合わせを表す．）

再構築誤差𝐽𝐽�𝑆𝑆�を計算する回数は，全組み合わせを計算する

して，本研究では貪欲法に基づくアルゴリズムを用いる．一

解を得ることができる．表1に本アルゴリズムをまとめた．
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また，特定されたDMDモードを用いると，元の入力データ
セットは次式で表現できる．
� 𝒮𝒮 Φ
� 𝒮𝒮� X
�.
X� � �� Φ

�16�

以上の特徴構造解析の枠組みを表2および図1にまとめた．
提案した特徴構造抽出法のアルゴリズムや考察については
既報5も参照されたい．（ただし，既報5では誤差の定義に式
�12�を用いていることに注意）．

３．大気突入カプセル後流の解析手法
３．１ 解析条件
解析対象としては，カプセル形状再突入機HRVを用いた．

力係数の時系列データから計算した周波数分布である．揚
力係数では�𝑡𝑡 � �.1�，抗力係数では�𝑡𝑡 � �.�16の2つの比較

的低い周波数域にピークが生じている．�𝑡𝑡 � �.1�は典型的
な渦放出の周波数と一致しており，上述の周期的渦放出に
起因するものと推測される．一方で，抗力係数の周波数分布

において顕著な�𝑡𝑡 � �.�16の現象がどのような現象により

生じているのかは，過去の研究でも明らかにされていない．
また，興味深いことに，この周波数は実験で観測されたカプ
セルの動的不安定の振動周波数6ともよく一致する．以下で
はDMD及びモード選択解析を用い，これらの流体現象に対
応する構造を特定する．

気流条件としては，過去に実施された遷音速風洞試験6におい
て著しい機体振動が観測された主流マッハ数𝑀𝑀� � �.�の流

れを対象とした．主流の総圧は120kPa，総温は320K，主流速
度𝑈𝑈� とカプセル最大直径Dで定義したレイノルズ数はRe =
1.9×106である．また，迎角はHRVの設計トリム角であるα =
20°に固定した．
３．２ 流体シミュレーション手法
数 値 解 析 に は JAXA で 開 発 さ れ た 圧 縮 性 流 体 ソ ル バ の
FaSTAR22 を用いた．支配方程式は3次元圧縮性Navier–Stokes
方程式である．流束評価には，近似リーマン解法のHLLEW法
23を用い，MUSCL法24によって空間2次精度とした．勾配計算

はGLSQ法25を用いた．乱流の非定常計算の手法としては，

図3

IDDES 解析結果の瞬時場．Q 値の等値面によりカプセ
ル後流の渦構造を示している．

Spalart-Allmaras turbulence model26に基づくIDDES11を用いた．
時間積分にはLU-SGS法 27 を用いた．2次の後退差分をDualtime stepping法28を用いて解くことにより，時間精度を最大2
次 精 度 と し て い る ． 時 間 刻 み 幅 は ∆𝑡𝑡��� � 1.�� � 1��� 𝐷𝐷𝐷
𝑈𝑈� � 2.1��sである．

図2に計算格子を示す．格子作成にはJAXAで開発された

HexaGrid29を用いた．後流を正確に捉えるために，カプセル直
径の15倍まで後流部を一様に細分化している．総格子点数は
約�.6 � 1�� であり，物体壁面上の最小格子幅は𝑦𝑦 � � 1である．
図 4 揚力係数と抗力係数の周波数分布

図 2 解析対象の概要および計算格子
４． 結果と考察
４．１ 流体シミュレーション結果
図3にIDDES解析によって得られた瞬時場を示す．Q値の
等値面によりカプセル後流の渦構造を可視化している．カ
プセル肩部で剥離した流れは急激に不安定化し，小さな渦
構造が多数生成されている．また，後流には規則的なうねり
構造が見られ，カルマン渦の放出に似た大規模な周期的渦
放出現象の存在が示唆される．このうねり構造は，図3中の
x-y面，x-z面の両方の面で現れている．図4は揚力係数及び抗

図5

DMD の固有値とモード選択アルゴリズムにより特定
された重要なモード
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が期待される．以下では，これらの支配的DMDモードの特徴

４．２ 固有値分布と支配モード
図5はDMDによって得た各モードの固有値分布である．2章
で説明したモード選択手法により支配的なモードとして特
定された11個のモードも同時に示している．（ここで，振動

を詳しく調べる．
４．３

支配モードの空間構造

モード選択アルゴリズムによって特定された支配モード

モードは必ず複素共役な2つのモードの対として現れるため，

の空間構造を調べると，図6から図9に示す4つのパターンの

2つで1つのモードとしてカウントしている．）まず，増幅率

空間構造が存在することが分かった．まず，図6にはSt = 0.189

と振動率が共に0のモードが選択されているが，これは平均

のDMDモードを示している．主流方向速度成分の等値面（図

場を表すモードである．その他のモードとしては，主に周波

6a）を観察すると，カプセルの上下部から渦輪のような構造

数が�� � ���付近のモードが支配的なモードとして多く選ば

が規則的に放出されている様子がわかる．次に，図7はSt =

れていることがわかる．さらに，これらのモードよりも1桁周

0.200のモードを示している．このモードもSt = 0.189のモード

波数が小さな�� � ������と�� � ������のモードも重要であ

と似た空間構造をしているが，カプセルの上下部ではなく，

ることが確認できる．この周波数は抗力係数の周波数ピーク

左右部から渦の放出が生じるモードである．このことはz/

と近い値であり，多くの既存研究で指摘されている動的不安

� � �面上の分布（図7c）からもよくわかる．このような互い

定の振動周波数

7ともよく一致するため，
動的不安定との関連

違いの分布形状はカルマン渦列の放出現象のモード解析等

(b) 𝑦𝑦/� � �
(c) z/� � �
(a)等値面分布
図 6 St = 0.189 の DMD モード．主流方向速度成分の分布を示している．黄色と水色(a)，
赤色と青色(b, c)，は互いに反対符号の値を表す．

図7

(b) 𝑦𝑦/� � �
St = 0.200のDMDモード．配色は図6と同じ．

(c) z/� � �

図8

(b) 𝑦𝑦/� � �
St = 0.176のDMDモード．配色は図6と同じ．

(c) z/� � �

(a)等値面分布

(a)等値面分布

(a)等値面分布
図9

(b) �/� � ���� ��面上の主流方向速度成
(c) �/� � ���面上の速度ベ
分分布と渦芯（赤線）
クトル場．
St = 0.0159のDMDモード．配色は図6と同じ．
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でもよく現れる分布であり，左右部から規則的な空間パター
でもよく現れる分布であり，左右部から規則的な空間パター
ンが移流していく現象を表現している．また，St = 0.176のモ
ンが移流していく現象を表現している．また，St = 0.176のモ
ード（図8）は，カプセル肩部かららせん状の空間構造が放出
ード（図8）は，カプセル肩部かららせん状の空間構造が放出
されている．このようならせん構造は，カプセル肩部におけ
されている．このようならせん構造は，カプセル肩部におけ
る剥離位置が周方向に回転することで生じていると推測さ
る剥離位置が周方向に回転することで生じていると推測さ
れる．また，同様の構造は球体の後流に関する数値シミュレ
れる．また，同様の構造は球体の後流に関する数値シミュレ
ーション30でも観察されている．以上をまとめると，�� � 0.2
ーション30でも観察されている．以上をまとめると，�� � 0.2
程度の周波数を持つ流体現象は3つの支配的な現象，すなわ
程度の周波数を持つ流体現象は3つの支配的な現象，すなわ
ち，カプセルの上下および左右の肩部から剥離する流れに伴
ち，カプセルの上下および左右の肩部から剥離する流れに伴
う渦放出現象とらせん状の渦現象から構成されていること
う渦放出現象とらせん状の渦現象から構成されていること
がわかる．
がわかる．
図9にはSt = 0.0159のモードを示す．前述のように，この周
図9にはSt = 0.0159のモードを示す．前述のように，この周
波数は過去の多くの研究で報告されている動的不安定の周
波数は過去の多くの研究で報告されている動的不安定の周
波数と近い値を示している．このモードの空間構造は�� �
波数と近い値を示している．このモードの空間構造は�� �
0.2程度の周波数を持つモードの空間構造とは大きく異なる．
0.2程度の周波数を持つモードの空間構造とは大きく異なる．
図9b及び図9cを見ると，このモードではカプセル背後の再循
図9b及び図9cを見ると，このモードではカプセル背後の再循
環領域の下流において4本の縦渦が生じていることがわかる．
環領域の下流において4本の縦渦が生じていることがわかる．
また，興味深いことに，この縦渦構造は周方向に回転してい
また，興味深いことに，この縦渦構造は周方向に回転してい
る（紙面の制約上，図には示していない）．球の後流に2本の
る（紙面の制約上，図には示していない）．球の後流に2本の
縦渦の対が生じることは過去の研究31でも報告されているが，
縦渦の対が生じることは過去の研究31でも報告されているが，
本DMDモードは4本の縦渦構造であり，関連性は不明である．
本DMDモードは4本の縦渦構造であり，関連性は不明である．
ここには示していない図5中の他の支配的DMDモードは，
ここには示していない図5中の他の支配的DMDモードは，
上記の4パターンの空間構造と同様の分布をしており，周波
上記の4パターンの空間構造と同様の分布をしており，周波
数に応じてそれぞれの空間構造のスケールが異なる．
数に応じてそれぞれの空間構造のスケールが異なる．
４．４ 各DMDモードがカプセルに及ぼす空気力
４．４ 各DMDモードがカプセルに及ぼす空気力
支配的なDMDモードとして捉えられた流体現象とカプセ
支配的なDMDモードとして捉えられた流体現象とカプセ
ルの動不安定現象との関係性を調べるために，カプセルにか
ルの動不安定現象との関係性を調べるために，カプセルにか
かる空気力に関して各モードの表す現象がどの程度寄与し
かる空気力に関して各モードの表す現象がどの程度寄与し
しているのかを解析する．図10は，図5中に示された11のモー
しているのかを解析する．図10は，図5中に示された11のモー
ド（1個の平均場モードと10個の振動モード）を用いて流れ場
ド（1個の平均場モードと10個の振動モード）を用いて流れ場
を再構築した際の大気突入カプセルの空力係数の変化であ
を再構築した際の大気突入カプセルの空力係数の変化であ
る．ここで流れ場の再構築には式�16�を用いた．
る．ここで流れ場の再構築には式�16�を用いた．
図10から，11個のDMDモードのみでもカプセルに働く空気
図10から，11個のDMDモードのみでもカプセルに働く空気
力の大まかな変化は十分に再現されていることがわかる．カ
力の大まかな変化は十分に再現されていることがわかる．カ
プセルに働く空気力の各モードの寄与を定量的に評価する
プセルに働く空気力の各モードの寄与を定量的に評価する
ため，空力係数の変動の二乗平均平方根(RMS)振幅を図11に
ため，空力係数の変動の二乗平均平方根(RMS)振幅を図11に
示す．図4の周波数特性からも予想される通り，大まかには，
示す．図4の周波数特性からも予想される通り，大まかには，
�� � ��0.01�の低周波数モードは抗力係数に大きな変動をも
�� � ��0.01�の低周波数モードは抗力係数に大きな変動をも
たらしており，�� � 0.2のモードは揚力係数に大きな変動を
たらしており，�� � 0.2のモードは揚力係数に大きな変動を
もたらしている．また，比較的高周波数を持つモード（�� �
もたらしている．また，比較的高周波数を持つモード（�� �
0.253, 0.284, 0.347）が表す流体現象はカプセルにかかる空気
0.253, 0.284, 0.347）が表す流体現象はカプセルにかかる空気
力にあまり寄与していない．
力にあまり寄与していない．
それぞれのモードの性質をより詳細に観察すると，揚力へ
それぞれのモードの性質をより詳細に観察すると，揚力へ
の寄与は，�� � 0.18�のモードが最も支配的であることがわ
の寄与は，�� � 0.18�のモードが最も支配的であることがわ
かる．このモードは，図6に示したようにカプセル上下部から
かる．このモードは，図6に示したようにカプセル上下部から
の渦放出現象を表すモードである．同様に，カプセル左右部
の渦放出現象を表すモードである．同様に，カプセル左右部
からの渦放出を表す�� � 0.200のモードは，横力に大きな寄
からの渦放出を表す�� � 0.200のモードは，横力に大きな寄
与を持っている．さらに，後流にらせん状の構造を表す�� �
与を持っている．さらに，後流にらせん状の構造を表す�� �
0.176のモードは揚力と横力に同程度の寄与を持っており，各
0.176のモードは揚力と横力に同程度の寄与を持っており，各
DMDモードの空間構造とそれらによって生じる空気力は予
DMDモードの空間構造とそれらによって生じる空気力は予

想される通りに対応している．
想される通りに対応している．
さらに，抗力への寄与は�� � 0.015�のモードが支配的であ
さらに，抗力への寄与は�� � 0.015�のモードが支配的であ
ることがわかる．このモードは揚力や横力への寄与も比較的
ることがわかる．このモードは揚力や横力への寄与も比較的
大きく，カプセルの非定常空力特性に大きな影響を与えてい
大きく，カプセルの非定常空力特性に大きな影響を与えてい
る．図9に示した通り，抗力に最も支配的な影響を及ぼすこの
る．図9に示した通り，抗力に最も支配的な影響を及ぼすこの
モードは，後流の縦渦構造が特徴的なモードである．
モードは，後流の縦渦構造が特徴的なモードである．

(a) 抗力係数
(a) 抗力係数

(b) 揚力係数
(b) 揚力係数
図 10 CFD 解析によって得た流れ場と
11 モードを
図 10
CFD 解析によって得た流れ場と 11 モードを
用いて再構築された流れ場の空力係数変動．
用いて再構築された流れ場の空力係数変動．

図11 空力係数変動に対する各DMDモードの寄与．変動の振
図11 空力係数変動に対する各DMDモードの寄与．変動の振
幅の二乗平均平方根（RMS）．
幅の二乗平均平方根（RMS）．
４．５ St = 0.0159のモード
４．５ St = 0.0159のモード
�� � 0.015�のモードは，カプセルの動的不安定と同程度の
�� � 0.015�のモードは，カプセルの動的不安定と同程度の
時間スケールを持っており，動不安定メカニズムとの関係が
時間スケールを持っており，動不安定メカニズムとの関係が
示唆される．カプセルに生じる空気力という観点では，カプ
示唆される．カプセルに生じる空気力という観点では，カプ
セル周囲の圧力変動が重要である．そこで，�� � 0.015�のモ
セル周囲の圧力変動が重要である．そこで，�� � 0.015�のモ
ードの圧力変動の分布を図12に示す．図12から，このモード
ードの圧力変動の分布を図12に示す．図12から，このモード
はカプセル背後で大きな圧力の変動を生じることがわかる．
はカプセル背後で大きな圧力の変動を生じることがわかる．
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また，図13と比較すると，圧力変動はカプセル背後の再循環

ているが，それぞれ異なる空間構造を表す．すなわち，カプ

領域で生じている．すなわち，再循環領域の圧力が周期的に

セルの上下肩部からの流れの剥離により交互に渦を放出す

振動することで，カプセルにかかる抗力に周期的な変動を及

るモード，左右肩部からの流れの剥離により交互に渦を放出

ぼしている．

するモード，らせん状構造の渦を形成するモードである．さ

カプセルの姿勢運動の時間スケールは，主流動圧や慣性モ

らに，動不安定現象の典型的な振動周波数に比較的近いSt =

ーメントで決まると考えられ，これまでの研究で知られてい

0.0159の周波数を持つ流体現象を抽出することに成功した．

た渦放出（�� � ��0.��）やせん断層の不安定（�� � ����）等

この現象は，カプセル後流において4本縦渦が周方向に回転

く（�� � ��0.0��），カプセルの姿勢運動の時間スケールと近

0.2の流体現象，抗力変動にはSt = 0.0159の流体現象が支配的

の流体現象の時間スケールよりも大きい．繰り返し述べたよ

する特徴的な流体現象である．これらの構造によってカプセ

うに，本モードはこれらの流体現象よりも時間スケールが長

ルに生じる空気力を調べた結果，大まかには揚力変動は�� �

い場合がある．したがって，本現象がカプセルの姿勢運動に
作用することにより，姿勢運動の振幅を増幅し（負の減衰力

な影響を及ぼしていることが明らかとなった．

特に，St = 0.0159の現象では，カプセル背後の再循環領域に

として働き），発散状態やリミットサイクル状態をもたらす

おいて圧力が振動することで，カプセルに大きな抗力の変動

メカニズムが示唆される．

を生じていることがわかった．この現象の時間スケールは非
常に長く，主流動圧や慣性モーメント等で決定されるカプセ
ルの姿勢運動の時間スケールと近い．そのため，本現象が姿
勢運動に作用することにより姿勢運動の振幅の増幅等を引
き起こす可能性が示唆される．今後は本仮説の検証を進める
予定である．
謝辞
本研究はJSPS科研費JP16H01563の助成を受けたものです．
また，流体解析はJAXA Supercomputer System 2 (JSS2)を利用
して実施されました．

図12

�� � 0.0���モードのy/D = 0における圧力変動の振幅

分布．（抗力が最小の瞬間．）
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回転デトネーションロケットエンジンの内筒が
推力性能に与える影響に対する実験的検討
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An Experimental Investigation of the Effect of Inner Cylinder
on the Performance of a Rotating Detonation Rocket Engine
by
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ABSTRACT

In this study, an inner-cylinder-replaceable rotating detonation rocket engine is tested in a vacuum environment for various inner-cylinder radii ri
ranging from 31 mm (typical lab scale) to 0 mm (no inner cylinder). As a result, it was clarified that there exists a critical inner-cylinder radius to
sustain adequate thrust performance in the engine. Detonation waves attached to the inner-cylinder wall for ri = 23 and 31 mm (supercritical cases),
whereas detachment of detonation waves from the inner-cylinder wall was observed for ri = 0 and 9 mm (subcritical cases), and 15 mm (critical case).
In the cases of ri = 0, 9 mm (subcritical), and 15 mm (critical), strong chemical luminescence was observed significantly in the exhaust plume. For ri
= 15 mm (critical cases), and 23 and 31 mm (supercritical cases), the measured specific impulses were greater than 80% of theoretical values. However,
for ri = 0 and 9 mm (subcritical cases), the measured specific impulses were below 80% of the theoretical values. This is to be attributed to the
imperfect detonation combustion observed significantly in the subcritical cases. From these results, we have concluded that the inner-cylinder radius
is, at 15 mm, close to the critical condition to keep rotating detonation waves in a favorable state in the combustor.
１．はじめに
デトネーションとは，燃焼が超音速で伝播する現象であり，
燃焼領域が衝撃波に結合し，後続する構造を有する．即ち，
衝撃波は燃料・酸化剤混合物を加熱・圧縮することにより燃
焼を開始させるとともに短時間で完結させ，一方で，燃焼領
域は膨張に際しては衝撃波を駆動する(1,2)．衝撃波加熱およ
び圧縮に引き続く定積的な燃焼過程により，デトネーション
においては，従来の工業機器で用いられてきた燃焼方式（デ
フラグレーションなど）に比して，より高温・高圧状態に到
達可能である．このため，熱サイクルにデトネーションを取
り入れることにより熱効率の向上が見込まれている．また上
述の様に，デトネーションにおいて燃焼は超音速で伝播する
ことから，大流量の爆轟性混合物を小さい燃焼器で燃焼完結
させることも可能となる．これらの著しい性質から，デトネ
ーションを利用することにより熱機関を小型化，高性能化で
きることが期待されており，特に，航空宇宙機の推進装置と
しての応用が全世界的に活発に検討されている(3)-(7)．
デトネーションを利用する熱機関は，一般にデトネーシ
ョンエンジンと呼ばれるが，特に燃焼器内部にてデトネー
ションを回転伝播させて連続的に維持するものは，回転デ
トネーションエンジン（RDE, rotating detonation engine）と
呼ばれる(8)．RDE では，通常，燃焼器を二重円筒構造で構
成し，内筒と外筒間の円環状領域に燃料および酸化剤を連
続的に噴射することで，デトネーションが方位角方向に伝
播を続け，燃焼器内で維持される．デトネーションにより，
高温・高圧の既燃気体が生成されるが，これをノズルによ
り加速し，高速排気することでロケット推進が可能となる．
このような RDE は，回転デトネーションロケットエンジン
と呼ばれ，これが本研究の対象である．
航空宇宙機への適用を考えるとき，より簡便で軽量なシ
ステムが求められるが，この観点では，RDE の燃焼器内筒
を取り除いても推進性能が維持できれば，システム上のメ
リットが大きい．即ち，燃焼器内筒は熱的に孤立しやすく，
作動時の高い熱負荷に実用的な時間スケールで耐えるため
には，冷却に工夫が必要となるからである．また，内筒自
身や，耐熱ないし冷却のための関連機器は，RDE 全体に対

して相当量の質量を占めることも，内筒削除によるメリッ
トにつながる．このことから，近年では，数値的および実
験的に内筒を取り除いた RDE の研究が散見される(9)-(13)．し
かしながら，回転デトネーションとして応用する場合の推
力性能と内筒の関係は著者らの知る限り検討がなされてお
らず，燃焼器の内筒が RDE の安定で高性能な作動に必要か
どうかについては，必ずしも明確な結論が出ていない．
そこで本研究では，燃焼器内筒の半径を典型的な実験機
スケールから 0（内筒無しに相当）まで順次変化させ，推
進性能を測定するとともに，燃焼器の内部およびプルーム
を高速度カメラによって可視化して，検討を行った．なお，
本研究では，主として宇宙航行用スラスターへの応用を見
据え，真空環境下（~ 5 kPa）で実験を実施した．
２．実験装置および実験方法
２．１．内筒可換 RDE
本研究で燃焼実験を行った内筒可換回転デトネーション
ロケットエンジン供試体の概要を Fig. 1 に示す．本エンジ
ンは，Ishihara et al.(14)によって開発されたものをベースとし
ている．全体が銅製であり，各部の封止にはフッ素樹脂製
O リングを使用した．燃料及び酸化剤に対してそれぞれ 1
つずつ，計 2 つのプレナム室を有し，それぞれのプレナム
室からは細孔式のインジェクターを通じて燃焼室に底面か
ら推進剤を供給する．インジェクターは二元衝突型であり，
燃料および酸化剤の噴射孔は，それぞれ直径 1mm のものを
120 個ずつ有しており，衝突角は 90 deg.である．燃焼器は，
一定の内径を有する外筒と一定の外径を有する内筒からな
り，底部から出口に至るまで一定の断面形状の環状流路を
有する．本実験では，燃焼器下流に，収縮拡大部やコニカ
ルプラグ等は付加せず，燃焼室出口をエンジン出口とした．
また，エンジン始動のためにはプリデトネーターを使用し，
プリデトネーターは燃焼室底面から 9 mm の位置に接続し
た．内筒の半径 ri は，典型的な実験機スケールである 31
mm から 23, 15, 9, 0 mm と順次小さいものに交換することが
できる．なお，ri = 0 mm は内筒無しを意味する．
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Fig. 1 Cross-sectional schematic of the test article without inner cylinder.

２．２．真空燃焼実験設備
RDE を真空環境下で燃焼するための真空燃焼設備は，テ
ストチャンバー，ダンプタンク，推進剤供給系，およびス
ラストスタンドからなる．
テストチャンバーおよびダンプタンクは，ステンレス製
パイプで連結されており，2 台の油回転ポンプにより容器
内全体を真空引きすることができる．合計体積は 30.1m2 で
あり，短時間の燃焼実験であればチャンバー内をほぼ一定
の圧力に保つことが可能である．テストチャンバーには観
測窓を設けており，内部に設置した供試体をチャンバー外
から撮影することが可能となっている．
推進剤供給は，チャンバー外部の高圧ボンベからブロー
ダウンにより行う．チャンバー内へは，チャンバー壁に設
置されたフィードスルーを通して導入される．推進剤流量
は，供給配管の途中に設置したチョークオリフィスの孔径
を変化させることで調整できる．オリフィス径を変化させ
ることで，高圧ボンベの残量が変化してもある程度供給流
量を一定に保つことができる．また，エンジン始動のため
のプリデトネーターへは，減圧弁を介して 1 MPa 以下に減
圧した状態で推進剤を供給する．プレナム室やプリデトネ
ーターへの推進剤供給の開閉は，それぞれ空圧弁と電磁弁
により，PLC（programmable logic controller）からの信号に
基づいて行う．
スラストスタンドは，テストチャンバーの台に水平に設
置した．静止部と可動部からなり，それらは 2 本のリニア
レールにより結合した．可動部は，並進 1 自由度を有して
おり，ロードセルを介して静止部と結合した．スラストス
タンドの可動部に供試体を剛に据え付けることで，スラス
トスタンドの可動方向の推力を計測することができる．実
験中は，可動部にプリロードをかけた．
２．３．計測および撮影
本研究においては，推進剤流量，推力，および燃焼室圧
力を計測し，燃焼室内部およびエンジンの排気プルームを
高速度カメラで撮影した．以下で，それぞれの詳細を説明
する．
推進剤流量は，文献(14)の方法に従って計測した．すな
わち，燃料および酸化剤の供給開始から着火までの間（コ
ールドフロー）で各プレナム室圧が十分に高くなるように
上流のオリフィス径を調整し，インジェクターをチョーク
させる．その際の燃料および酸化剤プレナム室の圧力 pple

と，それぞれのインジェクターの総面積 Ainj を考慮すると，
燃料および推進剤の質量流量 ṁ は，下式により決定できる．
(1)
ここで，R は気体定数，T0 は温度，は比熱比である．また，
Cc は校正係数である．校正係数は，燃焼実験とは別に，既
知の質量を既知の時間だけ流した際の平均流量と式(1)で
算出した流量が一致するように決定した．以上より，プレ
ナム室圧力を計測することで，推進剤流量を得ることがで
きる．なお，燃料および酸化剤は，エンジン燃焼中に必ず
しもインジェクターにおいてチョークしないが，供給ライ
ン上流のオリフィスでは常にチョークを維持するように各
条件を設定しているので，燃焼中もコールドフロー時と一
致する流量が担保される．
推力は，文献(13)の方法に従って計測した．すなわち，
テストスタンドに設置したロードセル（アイコーエンジニ
アリング製 MODEL-DUD）のアンプを介した出力を計測
することで推力を得ることができる．校正は，質量既知の
錘を，ワイヤーでプーリーを介してテストスタンドに吊り
下げ，荷重をかけることで行った．
また，燃焼室の圧力は，燃焼室底面（インジェクター面）
から軸方向に 9 mm 下流の位置で，外筒に測定ポートを設
け，圧力変換器（Keller 製 PA-23）を取り付けることによ
り計測した．
燃焼室内部の高速度撮影は，エンジンの対称軸下流から
行 っ た ． 撮 影 に は ， カ メ ラ と し て Vision Research 製
Phantom V2011，レンズとして Nikon 製 AI AF VR ZoomNikkor 80-400 mm f/4.5-5.6D ED を使用した．また，プルー
ムの高速度撮影は，燃焼器の対称軸に垂直な方向から行い，
カメラは Photron 製 FASTCAM SA5 を使用した．
Table 1 Experimental Conditions
Item
Condition
Fuel
Gaseous C2H4
Oxidizer
Gaseous O2
Mass flow rate, ṁ, g/s
140±10
1.15±0.21
Equivalence ratio, 
39
Outer cylinder radius, ro, mm
0, 9, 15, 23, 31
Inner cylinder radius, ri, mm
Back pressure, pb, kPa
5
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Fig. 2 Typical axial photograph of self-luminescence in the combustion chamber taken with high-speed camera (C2H4–
O2,  = 1.15±0.21, ṁ = 140±10 g/s, pb = 5±1 kPa). Black and white are reversed. For ri = 0 and 23 mm, the images are
reflected horizontally.
３．結果および考察
実験条件を Table 1 に示す．本実験では，燃料にはガス
エチレン，酸化剤にはガス酸素を使用した．実験の全 16
ケースを通して，推進剤流量を 140±10 g/s に，当量比を
1.15±0.21 に，計測誤差を除いて収めた．また，真空チャ
ンバー背圧 pb は 5±1 kPa に調整した．
結果として，内筒無し（ri = 0 mm）のケースを含む全て
の実験ケースにおいて，燃焼室内にて回転デトネーショ
ンが一定速度で定常的に伝播することが確認できた．ま
た，燃焼室底面から 9 mm の位置で測った燃焼室静圧 pc，
推力 F，および比推力 Isp は，内筒半径の増加とともに増
加した．
以下では，高速度カメラ撮影に基づいて燃焼構造および
流れ場を，また，推力計測や流れ場内の圧力計測に基づい
て推力性能を議論する．
３．１．燃焼構造および流れ場
まず，本節の要約として Fig. 1 にて，高速カメラ撮影に
よって得られた可視化画像から導かれる燃焼構造および流
れ場の概念図を提案する．大きな特徴としては，排気プル
ームにおいて Mach ディスク様の不連続が観測されたこと，
また，内筒半径の小さいケースでは，燃焼器室内において
デトネーション燃焼領域と考えられる強い発光領域が内筒
に接しない状態が観測されたことが挙げられる．
燃焼室内部をエンジン軸方向下流から高速度カメラによ
り撮影することで得られた自発光の典型的な連続画像を Fig.
2 に示す．フレーム間隔は 6.25 s である．全てのケースに
おいて，画像の判別の容易性を考慮して，白黒反転，なら
びに明度およびガンマ値の調整を行った．また，特に ri = 0
および 23 mm のケースにおいては，比較の容易さのために
撮影により得られた画像を左右反転させている．

Fig. 2 において，特に強い発光が見られる（特に黒く見え
る）領域がデトネーション燃焼領域だと解釈できるが，例
えば a1 から e1 までを比較してみると，ri = 0 および 9 mm
のケースにおいて，デトネーション燃焼領域は明らかに内
筒と接触しておらず，外筒とのみ接触している．一方で，
ri = 23 および 31 mm のケースにおいて，デトネーション燃
焼領域は内筒および外筒の両方と接触している．ri = 15 mm
のケースにおいては，デトネーション燃焼領域と内筒の間
にはわずかに間隙がみられる．これらデトネーション燃焼
領域の燃焼器壁との接触の特徴の違いから，本稿では，ri =
23 および 31 mm のケースを supercritical，ri = 0 および 9 mm
のケースを subcritical，ri = 15 mm のケースを critical と呼ぶ
こととする．
また，内筒半径の小さい ri = 0, 9, 15, および 23 のケース
においては，デトネーション波の波頭数は 1 であったが，
内筒半径の最も大きい ri = 31 mm のケースにおいては，波
頭数は 2 であり，回転方向は同一であった．デトネーショ
ン波の伝播速度は，ri = 15 および 31 mm のケースを除いて
は，およそ 2300 m/s であり，ri = 15 および 31 mm のケース
では，それよりも 400〜500 m/s 遅い結果となった．なお，
デトネーション波の伝播速度は，高速度カメラの撮影結果
に基づき，燃焼室内を 10 周する間の平均速度として求めた．
その際，円周長としては，インジェクター中央における値
（rinj = 35 mm）を用いた．
排気プルームをエンジンの軸と垂直方向から高速度カメ
ラにより撮影することで得られた自発光の典型的な連続画
像を Fig. 3 に示す．フレーム間隔は 6.67 s である．全ての
ケースにおいて，画像の判別の容易性を考慮して，白黒反
転，ならびに明度およびガンマ値の調整を行った．
Fig. 3 からわかるように，全てのケースにおいて Mach デ
ィスク様の不連続が見られ，また，内筒半径が大きくなる
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Fig. 3 Typical lateral photograph of self-luminescence of the exhaust plume taken with high-speed camera (C2H4–O2,  =
1.15±0.21, ṁ = 140±10 g/s, pb = 5±1 kPa). Black and white are reversed.
に従ってより明確な不連続となる傾向がある．このことか
ら，エンジン出口にはバレルショックが存在することが予
想される．更に，このことは，排気プルームがエンジン流
路に特別な収縮部を設けなくても出口近傍で超音速となっ
ていることを意味するものと考えられる．加えて，ri = 0, 9
（subcritical）および ri = 15（critical）のケースでは，下流
へと吹き流される強い発光領域が確認できる．このことか
ら，subcritical や critical のケースでは，燃焼室内部でデトネ
ーションによる燃焼が一部不完全となっていることが示唆
される．
３．２．推力性能
スラストスタンドに設置したロードセルにより計測した
推力 F の典型的な時間履歴を Fig .4 に示す．それぞれの条
件において，0.2〜0.3 秒程度のプラトー領域が見られ，短
時間ながら定常的な状態が実現していることがわかる．な
お，本稿で議論する推力，推進剤流量，および流れ場の圧
力の時間平均は，Fig. 4 中の縦方向の 2 つの点線で囲まれた

Fig. 4 Typical time, ta, history of thrust, F (C2H4–O2,  =
1.15±0.21, ṁ = 140±10 g/s, pb = 5±1 kPa). RDE was ignited
at ta = 0 s.

領域において取った．また，図から，推力は内筒半径の増
加に伴って増加していることがわかる．これは，一定の推
進剤流量の下で内筒半径の増加により燃焼室断面積が減少
すると，燃焼室内の平均的な推進剤質量流速は増加して燃
焼室圧力の増加につながり，背圧に対してより大きな圧力
比が得られるためである．
ロードセルにより計測した推力と推進剤流量とから算出
した比推力の燃焼室圧力に対する依存性を Fig. 5 に示す．
図中には，併せて，燃焼室底面から 9 mm の位置で計測さ
れた静圧を燃焼圧とみなして，1) 適正膨張，2) 定圧燃焼，
3) 局所平衡流れを仮定することで NASA CEA(15)により算出
した理論比推力を黒の実線にて，また，理論比推力の 90%
および 80%のラインを黒の破線にて示した．図からわかる
ように，ri = 23, 31 のケース（supercritical）では，理論比推
力の 80%以上の性能が計測されている．他方で，ri = 0, 9 の

Fig. 5
Dependence of specific impulse, Isp, on combustion
chamber pressure, pc (C2H4–O2,  = 1.15±0.21, ṁ = 140±10
g/s, pb = 5±1 kPa). Symbols are measured data. Error bars are
shown only for the case where ri = 23 mm as a typical
example. Solid line is ideal correct expansion curve computed
by the NASA CEA code(15).
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ケース（subcritical）では，supercritical のケースと比較して
性能の低下が見られるものの理論比推力の 80%弱の比推力
を維持している．また，ri = 15 のケース（critical）において
は，理論比推力の 80%以上の値が計測された場合と，80%
弱の値が計測された場合が混在する．これは，3.1 節でも議
論したように，subcritical のケースでは，デトネーション燃
焼が不完全となっていることに起因するものと考えられる．
以上より，本研究で用いた燃焼器においては，内筒半径
を縮小した場合にも高い性能を維持するための臨界値は，
およそ ri = 15 mm であると結論付ける．なお，推進剤イン
ジェクターは，内筒半径を変えた全てのケースで不変であ
り，このことが影響を与えている可能性もあるが，インジ
ェクターの影響に関する検討は今後の課題とする．
４．結論
本研究では，回転デトネーションロケットエンジンの内
筒半径を 31 mm から 0 mm（内筒無し）まで変化させ，真
空（~ 5 kPa）環境下で作動させることで，推力性能を計測
するとともに，燃焼室内部およびプルームの燃焼可視化を
行い，以下の結論を得た．
内筒を小さくするとデトネーション波は内筒に付着しな
くなる．特に本研究では，デトネーション波が内筒に付着
する内筒半径 23 および 31mm のケースを supercritical，デト
ネーション波が内筒に付着しない内筒半径 0 および 9 mm の
ケースを subcritical，両者の中間である内筒半径 15 mm のケ
ースを critical と定義した．Critical および subcritical のケー
スにおいては，高速度カメラ撮影によって，燃焼器からす
す様の発光体が流下するのが観測された．また，推進性能
の評価によって，critical および supercritical のケースでは，
比推 力が理論比推 力 に対 して 80%以 上 を維 持 す るが，
subcritical のケースでは，わずかに性能低下がみられた．こ
れは，エンジンでのデトネーション燃焼の不完全性に起因
するものと考えられる．よって，本研究で用いた燃焼器で
は，内筒を縮小した場合にも高い性能を実現するための内
筒半径の臨界値は，およそ 15 mm であり，このとき，燃焼
室内の平均的な推進剤流束は 33.2 kg/m2-s である．
RDE から内筒を削除しても，燃焼室内で十分な質量流束
を維持することにより，極端な性能劣化が生じないことが
示唆される．

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

95

F. K. Lu and E. M. Braun, “Rotating Detonation Wave
Propulsion: Experimental Challenges, Modeling, and Engine
Concepts,” J. Propul. Power, Vol. 30, N0. 5, 2014.
B. A. Rankin, T. A. Kaemming, S. W. Theuerkauf, and F. R.
Schauer, “Overview of Performance, Application, and
Analysis of Rotating Detonation Engine Technology,” J.
Propul. Power, Vol. 33, No. 1, 2017.
X. M. Tan, J. P. Wang, and Y. T. Shao, “Three-dimensional
numerical investigations of the rotating detonation engine
with a hollow combustor,” Combustion and Flame, 162, 2015.
W. A. Stoddard and E. J. Gutmark, “Numerical Investigation
of Centerbodiless RDE Design Variations,” 53rd AIAA
Aerospace Sciences Meeting, AIAA 2015-0876, Kissimmee,
Florida, USA, 5-9 January, 2015.
L. Wei, Z. Jin, L. Shijie, and L. Zhiyong, “An experimental
study on CH4/O2 continuously rotating detonation wave in a
hollow combustion chamber,” Experimental Thermal and
Fluid Science, 62, 2015.
W. A. Stoddard, et al., “Experimental Validation of Expanded
Centerbodiless RDE Design,” 54th AIAA Aerospace
Sciences Meeting, AIAA 2016-0128, San Diego, California,
USA, 2016.
V. Anand, A. St. George, and E. Gutmark, “Hollow Rotating
Deotnation Combustor,” 54th AIAA Aerospace Sciences
Meeting, AIAA 2016-0124, San Diego, California, USA,
2016.
K. Ishihara, J. Nishimura, K. Goto, S. Nakagami, K.
Matsuoka, J. Kasahara, et al., “Study on a Long-time
Operation Towards Rotating Detonation Rocket Engine
Flight Demonstration,” 55th AIAA Aerospace Sciences
Meeting, AIAA-2017-1062, Grapevine, Texas, USA, January,
2017.
B. J. McBride and S. Gordon, “Computer Program for
Calculation of Complex Chemical Equilibrium Compositions
and Applications II. User's Manual and Program Description,”
NASA RP-1311-P2, 1996.

謝辞
本研究は，日東学術振興財団，および，JSPS 科研費
17H06741（研究活動スタート支援），17H03480（基盤研究
（B）），17K18937（挑戦的研究（萌芽））の助成を受け
て実施した．ここに記して謝意を示す．
参考文献
1) デトネーション研究会，デトネーションの熱流体力学
１ 基礎編，理工図書，2011.
2) J. H. S. Lee, The Detonation Phenomena, Cambridge
University Press, 2008.
3) P. Wolanski, “Detonation Engines,” Journal of KONES
Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3, 2011.
4) P. Wolanski, “Detonation propulsion,” Proc. Combust.
Institute, 34, 2013.
5) G. D. Roy, S. M. Frolov, A. A. Borisov, D. W. Netzer, “Pulse
detonation propulsion: challenges, current status, and future
perspective,” Progress in Energy and Combustion Science,
30, 2004.
6) K. Kailasanath, “Review of Propulsion Applications of
Detonation Waves,” AIAA Journal, Vol. 28, No. 9, 2000.

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

97

空気吸込式イオンエンジンの実証に向けた
エアインテーク数値解析
小澤 宇志，今村 俊介，西山 和孝 (宇宙航空研究開発機構)
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Numerical Analyses of Air Intake for Air Breathing Ion Engine
by
Takashi OZAWA, Shunsuke IMAMURA, Kazutaka NISHIYAMA (JAXA)
Masahito TAGAWA (Kobe University), and Kazuhisa FUJITA (JAXA)
ABSTRACT

At Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), the Super Low Altitude Test Satellite (SLATS), launched in 2017, has been expected to
extend space utilization into extremely low earth orbits. Because of the increase of aerodynamic forces acting on the satellite along with the
descent of altitude, ion engines have been used for the purpose of maintaining the altitude and attitude of the satellite. To improve the
duration of satellites in super low altitude range, the air breathing ion engine (ABIE) has been proposed for future missions. In this work,
by carrying out direct simulation Monte Carlo computations, we investigate intake performance for ABIE, especially at 268 km altitude,
which is a sun-synchronous recurrent orbit for SLATS.
１．目的および背景
JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)では，超低高
度（300 km 以下）宇宙環境のフロンティアを開拓する試
みとして，超低高度衛星技術試験機 (Super Low Altitude
Test Satellite; SLATS) 1)が開発され，2017 年に打上げられ
た．高度 268 km から高度 180 km の間において高度保持
フェーズとして運用されるが，SLATS によって超低高度
の知見が得られ，今後様々な地球観測ミッションへの適
の知見が得られ，今後様々な地球観測ミッションへの適
用が期待される．高度保持フェーズでは非常に希薄では
用が期待される．高度保持フェーズでは非常に希薄では
あるが高層大気の抵抗を受けるため, SLATS では数値解析
による空力データベース 2)3)を開発し，その予測精度の向
上に努めている．また，イオンエンジンによって継続的
に空気抗力を補償し, 適切な軌道制御法によって軌道高度
が維持されるように飛行する．イオンエンジンは燃料効
率がよく，長時間動作させることが可能であるが，推進
薬にキセノンガスを使用しているため，超低高度におけ
る衛星の運用は，運用期間の長期化が課題の一つになっ
ている．
そこで JAXA では現在，将来 SLATS に向けた高度化技
術 と し て 空 気 吸 込 式 イ オ ン エ ン ジ ン (Air Breathing Ion
Engine; ABIE) 4) の搭載が検討されている．また，軌道上
による ABIE 技術実証を現在検討している．ABIE の実証
に向けて必要不可欠な技術の一つにエアインテークの高
性能化がある．エアインテークの最適設計を行うことに
より，ABIE の運用可能な高度が拡がる可能性がある 5)．
本研究では，DSMC (direct simulation Monte Carlo)6)数値
解析を行うことにより，将来 SLATS 搭載を目指したエア
インテーク性能評価及び軌道上での技術実証を目指した
エアインテーク性能評価を行う．
２．数値解析手法
DSMC 計算は MOTIF (Modeling Of Transitional-Ionized
Flows)コードを使用する（MOTIF コードの詳細は，文献
7 を参照）．MOTIF コードでは，分子の衝突周波数モデ
ルは NTC (Non Time Counter)法，分子衝突断面積モデルは
VHS (Variable Hard Sphere)モデルを採用している．衝突セ
ルはオクトリー多階層構造であり，本稿では 1 階層もし
くは 2 階層で計算している．タイムステップ，セル幅，
ドメインサイズ，粒子数は，計算結果がこれらのパラメ

ータに依存しないような適した値を用いた．マクロパラ
メータのサンプリングは定常状態に達したタイムステッ
プから開始する．
ABIE 用インテークの概略図を図 1 に示す．以前の西山，
藤田等の検討結果よりインテーク形状は，入口内半径 R1,
入口外半径 R2, 出口半径 R3,コア長 L1, チャンバー長 L2 に
よって決定し，空気吸い込口を除く衛星全断面積 S1=πR12，
衛星全断面積 S2=πR22, イオンビーム加速部面積 A=πR32，
空気吸込部開口面積 B=π(R22-R12)と定義する．インテーク
性能は，空気圧縮係数 α=B/A, 空気吸込係数 β=B/S1, イン
テーク縦横比 χ=L1/(R2-R1)の 3 パラメータを使用して評価
する．
数値解析では，下記の 5 つの出力項目
(1)密度比 G=ρch/ρ∞,
(2)インテーク効率 1(ηi1=1-Γ1/Γ0),
(3)インテーク効率 2(ηi2=Γ2i/Γ0),
(4)衛星抗力係数 CD（代表面積 S2）,
(5)質量流量 J [kg/s]，
によってインテーク性能を評価する．ここで Γ0 はインレ
ットからダクト内に流入する粒子流束，Γ1 はインレット
からダクト外に逆流する粒子流束，Γ2 はグリッドから放
電室外部へ放出される粒子流束（Γ2n=中性粒子流束, Γ2i=
イオン粒子流束）であり，放電室におけるイオン生成比
rin は Γ2i/Γ2n である．
ABIE インテークの DSMC 解析では，7 化学種 (N2, O2,
N, O, Ar, He, H) を 考 慮 す る ． 分 子 の R-T (Rotation Translation)，V-T (Vibration - Translation)エネルギー交換は
考慮するが，化学反応による影響が無視できることから，
本稿では化学反応は考慮しない．気体と表面の相互作用
に本稿では Maxwell モデルを使用し，壁面温度は 300 K
と仮定する．インテーク解析用に，イオンビーム加速部
面積 A にスクリーングリッドを模擬した粒子透過率(pt1)
を導入し，放電室におけるイオン生成・放出に関しては，
イオン生成比(rin)を導入し，放電室内部からイオン生成と
同等数の中性粒子をランダムに消滅させることによって
模擬する．また，軌道上技術実証用の検討では，システ
ム・イオンスラスタインタフェースにおいて，流路閉塞
面を設定し，粒子透過率 2, 3(pt2, pt3)を導入する．
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図 4 Correlation between compression ratio and intake
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図 2 A contour plot of compression ratio for a validation test
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図 5 Correlation between compression ratio and intake
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図 3 Relation between compression ratio and intake
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３．結果と考察
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本節では MOTIF コードによるインテーク解析の検証と
し本節では
て ， 文 献MOTIF
[5] で 使コードによるインテーク解析の検証と
用 さ れ て い る 半 径 : R1=1.0, R2=1.2,
し
て ，m,
文L
献1=2.0,
[5] でL使
用 さ れ て い る 半 径 : R1=1.0, R2=1.2,
R3=0.8
2=0.2 m の形状 (α=0.68, β=0.44, χ=10)を
R
=0.8
m,
L
=2.0,
L
=0.2
m の形状 (α=0.68, β=0.44, χ=10)を
3
1
2
用いてインテーク解析を行った．本検証では高度
180 km
用いてインテーク解析を行った．本検証では高度
180 km
の気流条件を使用し，密度比とインテーク効率のイオン
の気流条件を使用し，密度比とインテーク効率のイオン
ビーム加速部透過率 pt1 依存性を評価した．図 2 に透過率
ビーム加速部透過率
pt1 依存性を評価した．図
2 に透過率
0.2
の場合の密度比の分布を示す．χ=10
の形状では，透過
0.2 の場合の密度比の分布を示す．χ=10
の形状では，透過
しない場合密度比が
180 近くになるが，透過率
0.2 の場合
しない場合密度比が
180 近くになるが，透過率
の場合
密度比が約
70 まで低下し，インテーク効率
ηi10.2
が約
0.35
密度比が約
70
まで低下し，インテーク効率
η
が約
0.353
i1
になる．文献 5 の RARAC-3D による結果との比較を図
になる．文献
5
の
RARAC-3D
による結果との比較を図
に示す．図に見られるように，透過率 0 から 0.3 の間にお3
に示す．図に見られるように，透過率
0 から 0.3MOTIF
の間にお
いて密度比・インテーク効率双方において
と
いて密度比・インテーク効率双方において
RARAC-3D の間で良い一致が得られている． MOTIF と
RARAC-3D の間で良い一致が得られている．
３．２．将来 SLATS 搭載を想定した検討
３．２．将来
SLATS
搭載を想定した検討
本節では将来
SLATS
搭載に向けた ABIE インテーク解
本節では将来 SLATS
搭載に向けた ABIE インテーク解
析を行った．ABIE
搭載超低高度衛星システム初期検討の
析を行った．ABIE 搭載超低高度衛星システム初期検討の

結果，インテークノミナル形状を R1=0.05, R2=0.3, L1=2.5,
結果，インテークノミナル形状を
R1=0.05, R2=0.3, L1=2.5,
L
2=0.15 m (β=35, χ=10)に設計した．太陽回帰軌道であり，
L
=0.15
m
(β=35,
χ=10)に設計した．太陽回帰軌道であり，
2
様々な地球観測ミッションへの適用が期待される高度
様々な地球観測ミッションへの適用が期待される高度
268 km の大気条件を使用し，速度 7.7 km/s において評価
268
km の大気条件を使用し，速度
7.7 km/s78
において評価
する．高度
268 km では平均として密度比
を達成でき
する．高度
268
km
では平均として密度比
78
を達成でき
ればイオンスラスタ点火の条件を満たすことが可能と考
ればイオンスラスタ点火の条件を満たすことが可能と考
えられている．また，本節では使用するイオンスラスタ
えられている．また，本節では使用するイオンスラスタ
の性能を模擬し，出口透過率 pt1=0.2, イオン生成比 rin=4
の性能を模擬し，出口透過率 Rp3t1=0.2,
イオン生成比 rin=4
を仮定する．まず，出口半径
を変化させてインテーク
を仮定する．まず，出口半径 R3 を変化させてインテーク
性能の変化を評価した．その結果を図
4 に示す．図に見
性能の変化を評価した．その結果を図
4 に示す．図に見
られるように出口面積が広くなるほど密度比が低下し，
られるように出口面積が広くなるほど密度比が低下し，
イ ン テ ー ク 効 率 が 高 く な る ． 密 度 比 は G=212.6イ
ンテ
ーク効
2 率 が 高 く な る ． 密 度 比 は G=212.61359R
3+2340R3 ，インテーク効率 2 は ηi2=-0.138+4.10R32
1359R
+2340R
，インテーク効率 2 は ηi2=-0.138+4.10R32
3
3
6.32R3 によって近似することができる．イオンスラスタ
2
6.32R3 によって近似することができる．イオンスラスタ
の点火条件を満たすためには，R
3=0.1 m（空気圧縮係数
の点火条件を満たすためには，R
3=0.1 m（空気圧縮係数
約
9）まで絞る必要があり，インテーク効率
2 が 0.2 前後
約
9）まで絞る必要があり，インテーク効率 2 が3=0.15
0.2 前後
まで低下する．点火条件が緩和された場合，R
m
まで低下する．点火条件が緩和された場合，R
=0.15
m
3
（空気圧縮係数約 4）において，G>60, ηi2>0.3 を達成する
（空気圧縮係数約
4）において，G>60,
η
>0.3
を達成する
i2
ことができ，出口面積を拡げることによってインテーク
ことができ，出口面積を拡げることによってインテーク
効率を高めることができる．次に，イオン生成比 rin に対
効率を高めることができる．次に，イオン生成比
rin に対
する依存性を R3=0.15 m において評価した．その結果を
する依存性を
R3=0.15 m において評価した．その結果を
図 5 に示す．イオン生成比が高くなるほど流量が増える
図 5 に示す．イオン生成比が高くなるほど流量が増える
ため，インテーク効率が高くなる一方，密度比
G は低く
ため，インテーク効率が高くなる一方，密度比
G は低く
なる．イオン生成比が 2 の場合，放電室点火条件を満た
なる．イオン生成比が
2
の場合，放電室点火条件を満た
し，インテーク効率 2(ηi2) 0.2 を達成することが可能であ
し，インテーク効率
2(ηi2) 0.2 を達成することが可能であ
る．ただし，抗力・推力比の観点ではイオン生成比
4, イ
る．ただし，抗力・推力比の観点ではイオン生成比
ンテーク効率
2(ηi2) 0.3 以上での運用が望ましい． 4, イ
ンテーク効率 2(ηi2) 0.3 以上での運用が望ましい．
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に示す．また，密度
イオン生成比 4 の場合の結果を図 6 に示す．また，密度
比の迎角依存性の結果を図
比の迎角依存性の結果を図 7
7 に示す．図では二次元軸対
に示す．図では二次元軸対
称形状を用いた場合と
STL
称形状を用いた場合と STL 形式を用いた場合の比較も示
形式を用いた場合の比較も示
している．結果として，A
している．結果として，A の方がインテーク効率は低下
の方がインテーク効率は低下
するが，総流入量が増えるため，密度比が
するが，総流入量が増えるため，密度比が 15%程度向上
15%程度向上
し，質量流量も高くなる．そのため，インテーク外周部
し，質量流量も高くなる．そのため，インテーク外周部
に機器を設置する場合は，形状
に機器を設置する場合は，形状 A
A の方が適しているとい
の方が適しているとい
える．また，迎角が
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5%程度低下す
るが，迎角
るが，迎角 5°以内であれば圧縮比・インテーク効率に急
5°以内であれば圧縮比・インテーク効率に急
激な低下は生じない．
激な低下は生じない．
３．３．軌道上技術実証に向けた検討(逆噴射)
３．３．軌道上技術実証に向けた検討(逆噴射)
本節では軌道上による
本節では軌道上による ABIE
ABIE 技術実証を想定して，イ
技術実証を想定して，イ
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ース等のシステム検討した結果，表
ース等のシステム検討した結果，表 1
1 のような形状をノ
のような形状をノ
ミナルとし，インテーク性能を評価する．本形状のパラ
ミナルとし，インテーク性能を評価する．本形状のパラ
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β=0.46, χ=18
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図9
9 Comparison
Comparison of
of compression
compression ratio
ratio distributions
distributions for
for reverse
reverse
図
flow
injection
intake
between
r
in=0 (top), 2 (middle), and 4
flow injection intake between rin=0 (top), 2 (middle), and 4
(bottom).
(bottom).
268
268 km
km とし，壁面温度は
とし，壁面温度は 300
300 K
K の拡散反射を仮定する．
の拡散反射を仮定する．
また，出口透過率は
0.2
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化させ，インテーク性能の変化を検証した．その結果を
図
図 99 に示す．本インテーク形状(χ~18)では，出口透過率を
に示す．本インテーク形状(χ~18)では，出口透過率を
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表 2 Configuration of intake with positive flow injection for an
on-orbit technology demonstration
Parameter
Size
Unit

表 3 Summary of intake performance with positive injection
for an on-orbit technology demonstration
ηi2
G
ηi1
J [kg/s]
Type
χ

R1

m

0.09

A

10

37

0.20

0.16

2.7×10-9

R2
R3
L1
L2

m
m
m
m

0.145
0.057
0.551
0.027

B
C
D

20
50
100

40

0.19

0.15

32
24

0.14
0.09

0.11
0.07

2.7×10-9
2.4×10-9
1.8×10-9

図 11 Dependence of compression ratio and intake efficiency
on L2.

図 10 Comparison of compression ratio distributions for
positive injection intake between χ=10 (top), 20 (middle), and
50 (bottom).
0.2 の場合，内管内部と放電室内部の圧力差によって放電
室から内管内部へと粒子が出ていくが，圧縮比は約 170
までしか低下しない．形状パラメータ χ, α, β にも依存す
るが，正噴射のように真空中に噴射する場合，透過率 0.2
では圧縮比が半分以下に低下してしまうため，内管内部
に圧縮された粒子によってインテーク効率が下がり，圧
縮比があまり低下しない．Rin=2, 4 において，圧縮比 80,
60 まで低下し，インテーク効率 ηi1 はそれぞれ 0.19, 0.23
まで高くなるが，インテーク性能実証試験の観点では，
内管内部の圧縮空気の影響が生じ，インテーク単体の性
能との切り分けが困難になる．一方，圧縮比は維持され
やすくなるため，イオンスラスタ点火条件に関してはよ
り高高度での試験が可能となる．

３．４．軌道上技術実証に向けた検討（正噴射）
本節では軌道上における ABIE 技術実証を想定して，
イオンスラスタが正噴射する場合（図 1 にイオンスラス
タ導波管部等を追加）について，インテーク性能を検証
する．イオンスラスタインタフェース等のシステム検討
した結果，表 2 のような形状をノミナルとし，インテー
ク性能を評価する．本形状のパラメータは，α=4, β=1.6,
χ=10 であるが，縦横比 χ に関しては R1, R2 間をレイヤー
化することによって変化させ，その依存性を評価する．
気流条件は高度 268 km とし，壁面温度は 300 K の拡散反
射を仮定する．また，出口透過率は 0.2 とし，イオン生
成比を 0,2,4 と変化させ，インテーク性能の変化を検証す
る．ここでは，システム及びイオンスラスタとのインタ
フェースにより，x=0.507 m の位置に流路閉塞面 1 を設定
し，粒子透過率 pt2 を 0.75 とする．また，放電室入口近傍
の r=0.072 m の位置に流路閉塞面 2 を設定し，粒子透過率
pt3 を 0.71 とする．
まず，出口透過率 0.2, イオン生成比 4 の場合の縦横比 χ
依存性を評価した．その結果を図 10 及び表 3 に示す．出
口透過率が 0 の場合は，χ が高くなるほど密度比 G は高
くなるが，透過率・イオン生成比が高くなり流量が増加
すると，インテーク部で過剰に圧縮すると放電室内部の
密度が低下するとともにインテーク効率も低下する．現
状の出口半径 R3 とスクリーングリッド距離 L2 の形状だと
放電室入り口において流路断面積が最も狭まり出口面積
よりも小さくなる．そのため，放電室入口の流路がイン
テーク性能の制約となっており，縦横比を高くしてイン
テーク部の密度比を高くしても χ が 20 以上ではインテー
ク性能が低下する．結果として現形状では密度比・イン
テーク効率の点において χ=20 が最適と考えられる．ただ
し，イオン生成比が 4 の場合，密度比が約 40 であるため，
4×10-4 Pa の点火条件は満たすことが出来ない．また R2 を
大きくし，α を大きくすると密度比は向上するが，イン
テーク効率低下の方が著しいため適さない．
放電室入口の流路制限による影響を評価するため，
α=10, χ=25 の形状において L2 を 27mm から 67 mm まで変
化させた場合の圧縮比，インテーク効率の変化を図 11 に
示す．出口透過率 0.2, イオン生成比 4 の場合，出口面積
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よりも最小流路断面積が広くなると圧縮比・インテーク
効率ともに改善することがわかる．L2 を 67 mm にした場
合，密度比が 50%以上高くなり約 80 を達成できるため，
高度 268km においてもイオンスラスタ点火条件を満たす
ことができる．インテーク効率においても 50%近く向上
しているため，インテーク性能の向上において，最小流
路断面積の改善が重要である．
４．おわりに
JAXA では，将来 SLATS に向けた高度化技術として，
空気吸込式イオンエンジン ABIE の搭載を検討している．
ABIE の実証に向けてエアインテークの性能評価が必要不
可欠であり，本研究では，DSMC 数値解析を行うことに
より，将来 SLATS 搭載を目指したエアインテーク性能評
価及び軌道上技術実証を目指したエアインテーク性能評
価を行った．インテークの密度比を高めるとインテーク
効率が低下する傾向があるため，高度 268 km においてイ
オン点火条件を満たすような圧縮比を達成するためには，
インテーク効率は約 0.2 となる．また，軌道上技術実証
に向けてインテーク性能を評価したところ，逆噴射シス
テムではインテーク性能評価が困難であることが判明し
た．正噴射に関しては，システム・イオンスラスタとの
インタフェースを考慮した結果，放電室入口における流
路の確保が重要であることが判明した．流路を改善する
ことによって高度 268 km でのイオンスラスタ点火は可能
となるが，インテーク効率を高めるためには，表面熱適
応係数による影響，原子状酸素表面再結合等化学反応の
影響，低圧領域におけるイオン生成比の影響等を評価す
る必要がある．また，将来 ABIE の実現には，運用する
高度においてイオンスラスタを含めた統合的なインテー
ク最適設計が必要となる．
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模型表面内側に設けた放電室による極超音速境界層流れ制御の基礎実験
森 直紀(東大院)，渡邉 保真(東大)，鈴木 宏二郎(東大)

Preliminary Experiment on Hypersonic Boundary Layer Flow Control using
Discharge Chamber under Body Surface
by
Naoki MORI, Yasumasa WATANABE, Kojiro SUZUKI (The University of Tokyo)
ABSTRACT

In recent years, the flow control method using plasma discharge, for example, a plasma actuator, has been attracting attention, because of its
shorter response-time than conventional mechanical control devices such as flaps. In this study, a flat plate model with a small cavity under
the surface was tested for the discharge experiment in the Mach 7 hypersonic wind tunnel in Kashiwa campus, the University of Tokyo. Two
types of the discharge cavities were tested: a cavity with an orifice normal to the surface and a cavity with an orifice and a forward-facingstep inlet open to the boundary layer flow. A pair of tungsten rod-type electrodes were inserted into the cavity, and the applied voltage was
1kV at maximum using high-power capacitors. The discharge occurred intermittently and the time history of the discharge voltage was
measured. The effect of the discharge on the flow field was visualized by the schlieren method. In the case of the intake moved slightly
forward when the discharge occurred.
１．はじめに
空力制御にはフラップなどの舵面を用いる方法が一般的
であるが，近年，プラズマアクチュエータを用いた放電プ
ラズマによる空力制御が研究されている．プラズマアクチ
ュエータを気流中で動作させることで，剥離の制御[1]，境
界層遷移[2]，抵抗軽減[3]など気流に対して様々な影響を与
えられることが，研究によって明らかとなってきている．
今回研究対象としている極超音速以上の高速流を制御する
ためのプラズマデバイス研究としては，以下のものが挙げ
られる．極超音速平板でのグロー放電型プラズマアクチュ
エータとしては Shang ら[4]による研究により平板表面の圧
力分布を制御できることが示された．また，スクラムジェ
ットエンジンにおけるインテーク気流制御法として，準定
常アーク放電による衝撃波位置制御の可能性が Leonov[5]ら
により検討されている．更に，極超音速力制御法として
Watanabe[6,7]らによる放電気流制御法の可能性も提示され
ている．これらは機体表面に電極を flush-mount する方式で
あり，電極及び放電制御装置自体が余分な空力抵抗を発生
させることはなく，極超音速機においても適用可能かつ有
利な手法であると考えられる．近年では新たなプラズマア
クチュエータの方式として，Plasma Synthetic Jet Actuator
(PSJA)が注目されている．
PSJA の基本構造，並びに動作原理は Fig.1 の通りである．

Fig.1

PSJA の基本構造及び動作原理

PSJA は小さなキャビティ，陽極・陰極，そしてジェットオ
リフィスから構成されている．動作原理としては，①小さ
なキャビティ内で放電し，プラズマを発生させる．②プラ
ズマ放電によりキャビティ内の温度・圧力が上昇し，ジェ
ットオリフィスからジェットが噴出する．③ジェットオリ
フィスから空気が吸気される，といった 3 段階のサイクル

を繰り返し行うことで，ジェットを噴出し，気流に対して
影響を与えることができる．PSJA は従来のプラズマアクチ
ュエータと比較して，投入エネルギーに対して得られる効
果が大きいと言われている[8]．しかし，PSJA の動作範囲
は使用環境によって制限される．例えば，極超音速機の使
用が想定されるような高高度の低圧低密度下であると，過
程③のキャビティ内の吸気過程で時間を必要とするため，
放電時間間隔が大きくなる[9].この問題を解決するために
Fig.2 に示す，インテークを備えた気流を取り込みながら放
電を行う方式のプラズマアクチュエータ，Ram-air Plasma
Synthetic Jet Actuator(RPSJA)が提案された[10]．

Fig.2

RPSJA の基本構造及び動作原理

RPSJA に関する研究では，数値シミュレーションによる吸
気の空気密度増加などの効果は確認できたが，実際の放電
サイクルや，気流に対して与える影響を調べるには至って
いない．そこで本研究では，極超音速気流中に設置した
PSJA におけるインテークの効果を実験的に確認することを
目的とする．
２．実験条件
２．１ 模型及び電源
模型は PSJA におけるインテークの効果を観察するために，
インテークを設けたものと設けていないものの 2 つの模型
を，ベークライトを切削し実験に用いた．模型の外観を
Fig.3 に示す．ここでは高さ 1mm のステップを作りその一
部を切削することで，気流を取り込むためのインテークを
設けた．
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Table.1

気流マッハ数
ノズル出口径[mm]
淀み点圧力[kPa]
淀み点温度[K]
レイノルズ数※

風洞気流条件

7
φ200
950
568
4.4×105

※代表長さは模型全長（110mm）とした

Fig.3 模型外観
インテークのすぐ後方には体積 125mm3 のキャビティを
用意し，その上にオリフィス径 1mm の開いたベークライト
板を接着した．そしてタングステン電極（径 2mm）をキャ
ビティの左右から通し電極とした．
電源は松定プレシジョン HAR-15R80（最大電圧:15kV，
最大電流:80mA）を用いた．この電源を用いて Fig.4 に示す
ような回路を作成し，実験に使用した．実験時は風洞起動
前にコンデンサに最大電圧 1kV で充電しておき，起動時に
スイッチ操作により放電を行った．電圧・電流計測のため
の模型陽極および陰極の電圧 V1，V２について，データロ
ガーを用いてサンプリング間隔 10μ秒で計測を行った．

Fig.4 回路図

３．実験結果
まず気流中に対して設置されたアクチュエータが作動し，
放電が行えているかデジタルカメラ（フレームレート
30FPS）を用いて確認した．Fig.6，Fig.7 がインテークを設
けた模型の放電前の様子と放電中の様子である．Fig.6，
Fig.7 の様子からインテークの隙間から放電を確認すること
ができた．インテークを設けていない模型の場合，カメラの
映像からは放電を確認することができなかった．インテーク
を設けていない模型の場合，放電の様子を確認するには模型
を上方から撮影し，ジェットオリフィスを通して発光を観察
する必要があるが，今回は測定室内の模型のレイアウトの制
限でこのような視野を確保することができなかった．

Fig.6 放電前の様子

２．２ 風洞実験
実験は東京大学柏キャンパスの極超音速風洞[11]を用い
て行った．Fig.5 に測定部の様子を示す．気流マッハ数は 7
であり，その他気流条件は Table.1 にまとめた通りである．
この条件に対する境界層厚さ δ は，δ=1.7mm と計算される．
今回の模型はステップの高さが 1mm であるため，吸気には
境界層流れを取り込むことになる．気流変化の撮影にはシ
ュリーレン法を用いて，高速度カメラ（Phantom Miro M310）
によりフレームレート 50,000FPS で撮影した.

Fig.7 放電中の様子

Fig.5 測定部の様子

次に気流中にインテークを設けていない模型とインテー
クを設けた模型を投入し放電を行った際の，電流 I と電圧
V1 の記録を Fig.8，Fig.9 に示す．グラフからどちらの模型
も電圧が 700V 付近から 30V 付近まで降下していることが
わかる．また電圧が降下したタイミングで電流が立ち上が
り，約 4~6A の電流が流れていることが確認できる．また

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

105

電流持続時間は約 0.1s であった． 計測された電圧より，プ
ラズマ電圧は V1-V２，プラズマ電流は I= V２/1(Ω)である．
これを時間積分することでプラズマでの消費エネルギーは
Epl=∫(V1-V２)Iꞏdt で求まる．プラズマでの消費エネルギーEpl
は Fig.10，Fig.11 の通りであり，放電中はほぼ線形に増加す
ることがわかる．放電中の Epl について線形近似を行うこと
により，プラズマでの平均消費電力はインテークがない場
合で 157W，インテークがある場合で 160W であった．

Fig.11
Fig.8 インテークがない模型の電圧・電流

インテークがある模型のプラズマ消費エネルギー

最後に気流中にインテークを設けていない模型とインテ
ークを設けた模型を投入し放電を行った際の，気流の可視
化結果について示す．Fig.12 にインテークがない模型の気
流の可視化結果を，Fig.13 にインテークがある模型の気流
の可視化結果を示す．

Fig.9 インテークがある模型の電圧・電流

Fig.12

Fig.10

インテークがない模型の気流可視化

インテークがない模型のプラズマ消費エネルギー
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②デジタルカメラによる観察と電圧・電流計測から，極超
音速気流中でアクチュエータが動作し，0.1s 程度の時間，
放電していることが確認できた．
③気流変化をシュリーレン法より観察した結果，インテー
クを設けていない模型では優位な変化を確認することがで
きなかったが，インテークを設けた模型ではわずかな衝撃
波変動が確認できた．
今後は，模型の表面圧やモーメント等のデータを計測し，
効率改善に向けたインテークを含めたアクチュエータの形
状について検討する予定である．
謝辞
本研究は JSPS 科研費 18K13923 の助成を受けたものである．
ここに感謝の意を表す．

Fig.13

インテークがある模型の気流可視化

Fig.13 からインテークを設けていない模型では，気流に
対する有意な変化を確認することができなかったが，
Fig.13 よりインテークを設けた模型ではステップ前方の離
脱衝撃波位置が境界層厚さの 1/3 ほど上方に変動している
ことがわかる．この衝撃波位置変動について Fig.13 を調べ
ると，オリフィス位置より上流側の衝撃波位置の変動が確
認できたため，オリフィスだけでなく，インテーク側から
噴出されるジェットの効果が大きかったと予想できる．効
率を改善するには，適切なキャビティ大きさ，インテーク
の流路設計，投入エネルギー量を決めることが重要である．
また，両模型で放電時間は約 0.1s であったが，気流に影
響が見られた時間は，インテークを設けていない模型では
観測できず，インテークを設けた模型では 2ms 程度であっ
た．気流に影響が見られた時間が放電時間に対して短いこ
とから，オリフィスにおいてチョークを起こしていると予
測される．PSJA の動作はキャビティが放電によって加熱さ
れると オリフィスを通してキャビティ内部の空気が流出す
る．インテークがない場合はオリフィスからのみジェット
が出るはずであるが，境界層内を気流垂直方向にジェット
が出ても比較的影響は小さい．しかし，インテークがある
場合にはオリフィスがチョークした際，余剰圧力によりイ
ンテークを通して上流向きにジェットが送られ有意な衝撃
波変動を引き起こしたと考えられ，キャビティ内の圧力が
模型表面圧力と釣り合いをとるのに約 2ms 要してインテー
ク経由ジェットが止まり，これが 2ms の衝撃波位置変動と
して観測されたのではないかと考えられる．
４．おわりに
本稿では，PSJA におけるインテークの効果を探るために，
インテークを設けていない模型とインテークを設けた模型
を用意し，それぞれ極超音速気流中で放電を行った際の動
作特性，気流変化について調べた．結論は以下の通りであ
る．
①極超音速風洞を用いて，インテークを設けていないアク
チュエータとインテークを設けたアクチュエータを極超音
速気流中で動作させ，気流に対して与える影響を高速カメ
ラにより撮影した．またその時の放電電圧・電流を測定し
た．
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空気反射衝撃波背後の放射に関する実験的研究
－低圧力室条件が放射強度に及ぼす影響－
木村 敦史，山崎 颯太（群馬大院理工・院），舩津 賢人（群馬大院理工）

Experimental Study of Radiation behind Reflected Air Shock Waves
- Influences of Low-pressure Chamber Conditions on Radiation Intensities by
Atsushi KIMURA, Sota YAMAZAKI, and Masato FUNATSU
ABSTRACT

In our laboratory, the characteristics of radiation behind air shock waves have been studied systematically. In previous studies, air
shock waves with different Mach number were generated by changing high-pressure chamber conditions and low-pressure chamber
conditions. Radiation intensities behind air shock waves were observed by using a cooled-CCD camera. The radiation intensities were
increased with an increase in the incident shock Mach number. Also, the radiation intensities were increased dramatically with incident
shock Mach number of 4.8, and the maximum radiation intensities were observed with incident shock Mach number of 5.3. In this study,
air shock waves with different Mach number were generated by increasing pressures in high-pressure chamber under three types of lowpressure chamber conditions. The time change of the radiation intensities behind air shock waves was investigated in detail by using a highspeed video camera. As a result, the radiation was observed behind reflected air shock waves. The radiation intensities were increased
significantly when the pressures behind reflected air shock waves were higher than about 0.1MPa. Therefore, it is considered that the
radiation intensities were influenced by the pressure behind reflected air shock waves.
１．はじめに
衝撃波は，爆発，放電，高速変形などに伴う圧力変動が
伝播する際にあらわれ，音速を超えて伝播する圧力の波で
ある．マッハ数の高い衝撃波では衝撃波背後は高温となる
ことから，気体の放射や電離などの物理化学反応の解明な
ど，さまざまな分野に用いられている1)．
本研究室では，衝撃波管を用いた空気衝撃波背後の放射
に関する実験的研究を系統的に行っている2)～5) ．以前の研
究では，高圧力室圧力と低圧力室圧力を変化させ，異なる
マッハ数の空気衝撃波を発生させた．これらの空気反射衝
撃波背後の放射強度を取得し，マッハ数と放射強度の関係
について調べた．その結果，入射衝撃波マッハ数4.8付近か
ら放射強度は急激に強くなり，入射衝撃波マッハ数5.3付近
で放射強度は最も強くなった2)．
本研究では複数の低圧力室条件を選定し，それらの低圧
力室条件のもと高圧力室圧力を増加させ，異なるマッハ数
の衝撃波を発生させた．これらの衝撃波背後の積算放射強
度を冷却CCDカメラを用いて取得し，衝撃波に関連するす
べての放射を撮影した．また高速度ビデオカメラを用いて
放射を撮影し，衝撃波背後の放射強度の時間変化について
詳しく調べた．これらの実験結果から低圧力室条件が放射
強度に及ぼす影響を考察した．
２．実験装置および方法
図１に実験装置概略を示す．衝撃波管は，内径80mmの
高圧力室（長さ1,000mm）と低圧力室（長さ4,000mm）か
らなる隔膜式の衝撃波管である．駆動気体にはHe，試料気
体には乾燥空気（体積比率N2：O2 = 79：21）を用いた．高
圧 力 室 と 低 圧 力 室 の 間 に 隔 膜 と し て Polyethylene
Terephthalate（PET）フィルムを設置し，高圧力室圧力を高
めることで隔膜を破膜させ，衝撃波を発生させた．図2に
図1の測定部（A）を側面から見た詳細を示す．測定部には
2つの 圧力セ ンサー を 隔 膜 か ら 3,560mm位 置 （ 管 端か ら
440mm），3,900mm（管端から100mm）に設置し，それぞ
れチャンネル1（Ch. 1），チャンネル2（Ch. 2）とした．こ
れらの圧力センサーの信号をアンプを介してオシロスコー
プに入力し，圧力波形を取得した．管内に生じる放射は，

冷却CCDカメラと高速度ビデオカメラ（ナックイメージテ
クノロジー製GX-3）により撮影した．

Fig. 1

Schematic view of experimental setup

Pressure sensor (Ch. 1)
440
100

Observation window (φ10)
Pressure sensor (Ch. 2)
Fig. 2

Detail of measuring section (A)
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３－２ 入射衝撃波マッハ数と積算放射強度の関係
衝撃波管内に生じるすべての放射を調べるため，冷却
CCDカメラを用いて積算放射強度を取得した．以前の研
究 3) から，同じマッハ数の衝撃波を発生させた場合では，
積算放射強度は低圧力室条件により差異があることがわか
っている．そこで低圧力室条件が放射強度に及ぼす影響を
詳しく調べるため，低圧力室条件を複数選定し積算放射強
度を取得した．本研究では冷却CCDカメラの露光時間は5
秒とした．これは衝撃波に関連する現象がすべて終わるま
での時間（約4msec）よりも十分に長い時間である．図4に
入射衝撃波マッハ数と積算放射強度の関係を示す．横軸は
入射衝撃波マッハ数，縦軸は積算放射強度である．図中の
赤のプロットは低圧力室条件300Paの実験値を示している．
また青と黒のプロットはそれぞれ以前の研究3), 4)で取得した
低圧力室条件600Pa，760Paの実験値を示している．図4か
らそれぞれの低圧力室条件で入射衝撃波マッハ数の増加に
伴い積算放射強度が増加することがわかる．また低圧力室
条件によって同じ強度の積算放射強度が得られた入射衝撃
波マッハ数は異なる．さらに低圧力室条件300Paでは，入
射衝撃波マッハ数6付近，600Paではマッハ数5付近，760Pa
ではマッハ数5付近から積算放射強度が急激に増加した．
これらの積算放射強度が急激に強くなったマッハ数で取得
した放射強度は低圧力室条件300Paが最も強い．
３－３ 高速度ビデオカメラによる放射強度分布の時間変
化
衝撃波背後の放射強度の時間変化を高速度ビデオカメラ
を用いて取得した．放射強度は積算放射強度が急激に増加
した入射衝撃波マッハ数に最も近いマッハ数で取得した．
高速度ビデオカメラの撮影速度は60,000frames/sec，露光時
間は16.7µsecとした．図5に放射強度の時間変化を擬似カラ
ー表示して示す．代表的な実験結果として，低圧力室条件
300Paでは入射衝撃波マッハ数5.9，低圧力室条件600Paでは
入射衝撃波マッハ数5.1，低圧力室条件760Paでは入射衝撃
波マッハ数4.9を選定した．図の放射強度は下のカラーバー
に対応する．擬似カラー表示された画像の下の時間は図2
に示すCh. 1の圧力センサーが入射衝撃波を検出してから画
像が撮影されるまでの時間を示している．例えば，図の最
上段の左から2番目の画像はCh. 1の圧力センサーが入射衝
撃波を検出してから389µsec経過後に撮影された画像である．
0µsecの白い円は観察窓の位置を表している．またtRは観察
窓と同様の位置に設置されたCh. 2の圧力センサーが反射衝
撃波を検出した時間であり，時間軸に対応するように黒の
実線で示した．図5からすべての低圧力室条件において放
射は反射衝撃波背後で強くなり，その後弱くなることがわ
かった．また低圧力室条件300Paでは放射が初めに観測さ
れてから最大の放射強度が観察されるまでの時間は100µsec
であるのに対し，600Pa，760Paではそれぞれ168µsec，
167µsecである．このことから低圧力室条件300Pa

9

Incident Shock Mach number MS [－]

３．実験結果および考察
３－１ 衝撃波マッハ数の計測
図3に高圧力室圧力P4 と入射衝撃波マッハ数MS の関係を
示す．図の横軸は高圧力室圧力，縦軸は入射衝撃波マッハ
数である．図中の赤のプロットは低圧力室の圧力条件P1が
300Paの実験値を示している．青と黒のプロットは以前の
研究3), 4)で取得した低圧力室条件600Paと760Paの実験値をそ
れぞれ示している．図中の赤，青，黒の実線は理想気体を
仮定したそれぞれの低圧力室条件に対する理論値 1) を示し
ている．これより，高圧力室圧力の増加に伴い入射衝撃波
マッハ数は増加し，実験値は理論値とほぼ一致することが
わかる．
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では短い時間で最大の放射強度となることがわかった．放
射強度の時間変化について定量的に示すため観察窓中心に
おける放射強度の時間変化を取得した．図6, 7, 8に低圧力
室条件300Pa，600Pa，760Paの実験結果をそれぞれ示す．
図の横軸はCh. 1の圧力センサーが入射衝撃波を検出してか
らの経過時間，縦軸は相対的な放射強度である．また，図
中に，観察窓の位置に入射衝撃波が到達してから反射衝撃
波が到達するまでの時間領域（Incident）と，反射衝撃波到
達後の時間領域（Reflected）を示す．図6, 7, 8からすべての
低圧力室条件においてIncidentでは放射強度がほとんど見ら
れず，Reflectedで放射強度が強くなり，その後弱くなった．
また放射強度の最大値をみると低圧力室条件300Paが最も
強く，低圧力室条件600Pa，760Paと比べ2倍以上の強度と
なっている．
次に衝撃波背後の圧力と放射の関係について考える．図
5で選定した実験条件における反射衝撃波背後の圧力（最
大放射強度が観察されたときの圧力）はCh. 2の圧力センサ
ーから，低圧力室条件300Paでは0.08MPa，600Paでは
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0.11MPa，760Paでは0.15MPaであり，これらは反射衝撃波
背後の理論圧力値 1) とほぼ一致している．これらの結果か
ら反射衝撃波背後の圧力が一定値以上（0.1MPa程度）とな
ると放射強度が急激に強くなることがわかる．以上のこと
から，低圧力室条件は放射強度の増加にわずかに影響を及
ぼすが，著しい放射強度の増加は反射衝撃波背後の圧力状
態によるものと考えられる．
４．まとめ
本研究では複数の低圧力室条件を選定し，それらの低圧
力室条件のもと高圧力室圧力を増加させ，異なるマッハ数
の衝撃波を発生させた．これらの衝撃波背後の積算放射強
度を冷却CCDカメラを用いて取得し，衝撃波に関係するす
べての放射を撮影した．また高速度ビデオカメラを用いて
放射を撮影し，衝撃波背後の放射強度の時間変化について
詳しく調べた．これらの実験結果から低圧力室条件が放射
強度に及ぼす影響を考察した．以下に主な結論を示す．
（１）高圧力室圧力の増加に伴い入射衝撃波マッハ数は増
加する．
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（２）入射衝撃波マッハ数の増加に伴い，放射強度は強く
なる．また，低圧力室条件によって積算放射強度が急
激に増加するマッハ数は異なる．
（３）放射強度は反射衝撃波背後で強くなり，その後弱く
なる．
（４）反射衝撃波背後の圧力が一定値以上となると放射強
度が急激に強くなる．
（５）低圧力室条件は放射強度の増加にわずかに影響を及
ぼすが，著しい放射強度の増加は反射衝撃波背後の圧
力状態によるものと考えられる．
参考文献
1) 例えば, 松尾一泰, 「圧縮性流体力学－内部流れの理論
と解析－」, 理工学社, pp.97-100, 1994.
2) 青木俊輔，岡本智宏，呉益邦，舩津賢人，「空気反射
衝撃波背後の放射に関する基礎的研究」，第46回流体
力学講演会／第32回航空宇宙数値シミュレーション技
術シンポジウム講演集，JSASS-2014-2044.pdf, 5pages,
2014.

This document is provided by JAXA.

110

3)

4)

5)

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

原澤彰，青木俊輔，山崎颯太，舩津賢人，「複数の狭
帯域フィルターを用いた空気反射衝撃波背後の放射測
定－低圧力室条件150Paにおける測定－」，平成28年
度衝撃波シンポジウム講演論文集，2C2-3.pdf, 5pages,
2017.
山崎颯太，原澤彰，舩津賢人，「空気反射衝撃波背後
の放射に関する実験的研究－複数の狭帯域フィルター
を用いた放射測定－」，第49回流体力学講演会／第35
回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム講
演集，JSASS-2017-2127.pdf, 6pages, 2017.
Yamazaki, S., Harasawa, A., and Funatsu, M.,
“Experimental Study of Radiation behind Reflected Air
Shock Waves,” Proc. 31st Int’l Sympo. Shock Waves,
SBM000137.pdf, 6pages, 2017.

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

111

後方乱気流のダイナミクス －発生・崩壊と大気乱流の影響－
三坂 孝志（産総研），大林 茂（東北大学），ホルツァプフェル フランク（DLR）

Dynamics of Wake Turbulence
– Generation, Decay and the Impact of Atmospheric Turbulence –
by
Takashi
TakashiMISAKA
MISAKA(AIST),
(AIST),Shigeru
ShigeruOBAYASHI
OBAYASHI(Tohoku
(TohokuUniv.)
Univ.)and
andFrank
FrankHOLZÄPFELK
HOLZÄPFEL (DLR)
(DLR)
ABSTRACT

A flying aircraft generates a coherent vortex pair due to its lift and a turbulent flow including the vortex pair is called wake turbulence. A
following aircraft is affected by wake turbulence of a leading aircraft; therefore, wake turbulence separation is defined based on the size of
those aircraft. In this paper, we describe basic characteristics of wake turbulence. The dynamics of wake turbulence from the generation until
vortex decay are then explained with the help of large eddy simulation results. We especially emphasize that vortex decay occurs due to
vortex linking or the interaction with the ground, where secondary vortices play an important role on the decay. We also mention lidar
measurements of wake turbulence.
１．はじめに
１．１ 航空機の運航に影響する乱気流
過去 50 年間の航空輸送の急激な伸びにもかかわらず，航
空機性能および運航技術の向上によって旅客機事故は大幅
に減少してきた 1)．近年，乱気流に起因する事故の割合が
旅客機事故全体に対して比較的高くなってきているのは，
その確率的遭遇への対策が難しいためであると考えられる．
大気の流れが作り出す乱気流に対しては，レーダー観測や
数値予報による広域の気象情報や旅客機搭載型の気象レー
ダーを用いた対策が取られている．雨滴を含まない高高度
乱気流（山岳波，晴天乱気流，ウインドシア）に対しては，
航空機搭載型ライダー（Lidar, Light Detection and Ranging）
の実運用が期待される 2)．これらの乱気流に対して，航空
機自身が作り出す乱れが後続機に影響するものとして後方
乱気流がある（図 1）．後方乱気流は飛行する航空機後方
の翼端渦およびダウンウォッシュが作り出す渦対から成る
乱れた流れである．その渦対の強さは発生している揚力に
比例することから，乗客および燃料を満載した大型機が離
陸時に生じる後方乱気流は特に強くなる．後続機がその影
響を受けることから，先行機および後続機の大きさ（重量）
に応じて離着陸間隔が定められている 3)．この離着陸間隔
は十分安全に設定されているため，後方乱気流が直接の原
因となった事故は少ない．しかしながら，ごく稀に後方乱
気流が関連して乗員・乗客の負傷を伴う事故が起こってい
ることから（例えば文献 4），現象の理解とそれに基づく
運航方式の設計によって後方乱気流に関連した航空機事故
をゼロにする努力が求められる．また近年，航空交通量の
増大から空港離着陸数制限の緩和が求められており，機体
重量に応じた離着陸間隔の細分化が進められている
（RECAT）5)．離着陸間隔の変更は安全かつ効率的な運航
を実現するために後方乱気流の挙動に関する知見に基づき
進められている．
１．２ 後方乱気流の特徴
後方乱気流は，上述のように航空機自体が作り出す乱気流
であり，晴天乱気流やウインドシアなどの乱気流と比較し
てその理解は進んでいる．しかしながら，大気の温度成
層・乱流との相互作用により，その挙動予測は一般には困
難である．基本的な流れ場の構造は図 1 に示すように飛行
する航空機から後方に伸びる回転方向が反対の渦対である．
したがって，後方乱気流のことを後流渦と呼ぶ場合も多い．
これらの渦対が誘起する速度場は図 2 のようになる．図 2

では，細実線と細破線がそれぞれ一つの渦によって生じる
速度分布（渦の回転方向の速度成分）を示し，それらを重
ね合わせた太実線の速度分布が後方乱気流として観測され
る速度分布である．

図1

航空機の後方乱気流

渦間隔
𝑏𝑏�
渦降下速度𝑤𝑤�

渦コア直径

図2

後方乱気流の速度プロファイル

このような速度分布から後方乱気流を特徴づける物理量が
導かれる．特に重要なのは渦の強さを表す循環である．
𝛤𝛤� �

𝑊𝑊
𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌𝜌�

(1)

ここで𝑊𝑊は航空機の重量，𝜌𝜌は空気密度，𝑏𝑏� は渦間隔，𝑈𝑈
は飛行速度であり，燃料を満載した離陸時の循環が特に大
きくなることがわかる．渦間隔は楕円揚力分布を仮定する
と，翼幅𝑏𝑏を用いて𝑏𝑏� � �𝜌𝜌⁄�と表される．図 2 に示すよう
に片方の渦が作る速度場によってもう一方の渦に移流速度
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が生じることから（自己誘導速度），渦対の降下速度が定
義される．上記の循環を用いると，
𝑤𝑤� �

𝛤𝛤�
2𝜋𝜋𝜋𝜋�

(2)

となる．この渦降下速度は当然ながら重力に関係なく，
揚力を発生している方向と反対方向に渦対が移流するこ
とになる．さらに渦間隔と渦降下速度から参照時間が定
義できる：𝑡𝑡� � 𝜋𝜋� ⁄𝑤𝑤� ．このように定義した循環，渦降下
速度，参照時間を用いて諸量を無次元化することで，大
きさが異なる航空機の後流渦の時間発展を比較すること
ができる 6)．
後流渦の危険度に関しては上記の循環が代表的な指標であ
るが，渦に対する航空機の応答をより表す指標としてローリ
ングモーメント係数（��� � 𝛤𝛤� ⁄𝑈𝑈𝑈𝑈 ）も用いられる．コア
半径も渦の重要な特徴量であるが（図 2），後流渦に関して
は，その計測が困難であるなどの理由から危険度の評価には
一般には用いられない．弱い大気乱流中の後流渦循環の典型
的な時間変化を図 3 に示す（Two-phase 崩壊モデル）．渦対
が生成され，自己誘導速度によって降下している間は，大気
乱流の影響を受けて，わずかに循環が減少する（拡散フェー
ズ）．その後，渦対の不安定化による結合や地面との干渉に
より渦の崩壊が急激に進む（急崩壊フェーズ）．このような
崩壊過程は主に数値シミュレーションや室内実験の結果に基
づいており，ライダー計測では明確な Two-phase 崩壊が見ら
れない場合も多いが，後流渦の高速予測モデルはこの Twophase 崩壊モデルに基づくものが多い 7)．

図 4 にフラップおよびスラットを展開した着陸形態の４
発エンジン航空機モデルの後流を示す．ここではエンジン
のジェット排気は考慮していない．図中には機体と共に，
飛行方向に垂直な断面上の渦度（� � � � 𝒗𝒗，𝒗𝒗は流速ベク
トル）分布を示している．淡色が時計回り，濃色が反時計
回りの渦度分布である．図 4(a)は主翼端位置における断面
の渦度分布であるが，主要な渦として，翼端渦（WTV），
外翼ナセル渦（ONV），外翼フラップ端渦（OFV），内翼
ナセル渦（INV），翼胴渦（WFV）がある．このような渦
の形態は，飛行条件や機種によって変化するが，着陸形態
においては通常フラップ端渦と翼端渦が主要な渦となる．
図 4(b)は翼端位置を原点として𝑥𝑥 ∗ � �.�（翼幅の 1.0 倍後方）
断面の渦度分布である．OFV と ONV がマージしつつあり
（同回転方向の渦の融合），全体としては，OFV-ONV を
中心に流れ場が回転していることがわかる（この場合には
OFV-ONV 渦は翼端渦 WTV よりも強い）．このようにフラ
ップを展開した翼後流の流れ場は非常に複雑であるが，
徐々に主要な渦構造のみが残っていくことがわかる．エン
ジン排気はジェットにより乱流成分を後流渦に付加するが，
巡航状態においては主要な渦構造への影響は小さいことが
確かめられている 10,11)．
(a) 𝑡𝑡 ∗ � � (𝑥𝑥 ∗ � �)

(b) 𝑡𝑡 ∗ � �.��55 (𝑥𝑥 ∗ � �.�)

図3

循環の時間変化（Two-phase 渦崩壊モデル）

２．後方乱気流のダイナミクス
２．１ 渦対の形成
後方乱気流の挙動把握・理解のために，ライダーによる
実運航機の計測 8)，風洞・水槽実験，数値流体力学（CFD）
シミュレーション，特にラージエディシミュレーション
（LES）が行われてきたが，後流渦の生成から崩壊までの
全体像を統一的に理解する手法はなかった．例えば，ライ
ダー計測は実機の計測であるが，特定の断面の低解像度な
情報しか得られない．室内実験やこれまでの CFD シミュレ
ーションでは，航空機周りの近傍流れ場と，理想化された
渦対の時間発展に関する実験・解析が独立に行われてきて
おり，渦対の形成過程と形成された渦対の時空間発展の特
徴が結びついていなかった．このような問題を解決するた
めに著者らはこれらを統一的にシミュレートする手法を開
発した．詳細は文献 9 に譲るが，異なる種類の CFD コード
を組み合わせつつ，時空間の置き換えを行うことで，航空
機周りの流れ場から後方数十キロに相当する 2,3 分後の渦
の崩壊までを統一的に解析することができるようになった．

図 4 航空機近傍の後流の時間発展 9)
図 5 に航空機後方𝑥𝑥 ∗ � �.��から49.5まで（翼幅の 1.5 か
ら 63 倍後方）の後流の時間発展を示す．図 5 では渦度の大
きさを濃色で示している．渦度分布がフラップ端渦を中心
に巻き込まれていく様子がわかる（後流のロールアップ）．
また，後流の主要な渦以外の乱れは，弱い擾乱となって渦
に巻き込まれていることがわかる．このような構造（比較
的整った渦内部に対して，乱れた渦外側）は実機の煙可視
化実験でも確かめられている．時刻𝑡𝑡 ∗ � �.9�ではほぼきれ
いな渦対が形成されている．機種に関わらず渦対の形成
（ロールアップ完了）にかかる時間がおおよそ𝑡𝑡 ∗ � �.�と
なることは，過去の計測・計算結果から確かめられている．
このとき渦間隔はおおよそ𝑏𝑏�∗ � �.�になっている．
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渦対を議論する場合にはこのモデルが用いられる場合が多
い．Lamb-Oseen モデルはそれらの中間に位置する．

(a) 𝑡𝑡 ∗ � ���� (𝑥𝑥 ∗ � ����)

フラップ端渦
OFV-ONV

翼端渦
WTV

(b) 𝑡𝑡 ∗ � ���� (𝑥𝑥 ∗ � ����)

図 6 翼端渦の速度分布の時間変化 10,11)
翼端渦とフラップ端渦
のマージ

(c) 𝑡𝑡 ∗ � ���� (𝑥𝑥 ∗ � ����)

渦対の形成

図 5 後流の巻き上がりと渦対の形成 9)
本稿で用いている無次元時間𝑡𝑡 ∗ ，無次元位置𝑥𝑥 ∗ は，1.2 節
で示した渦間隔と参照時間で無次元化したものであり，楕
円揚力分布を仮定して求めた渦間隔𝑏𝑏� がここで扱った高揚
力形態の後流渦に対しても有効であることが確認できる．
図 6 に渦対が形成されるまでの翼端渦の周方向速度分布
を示す．翼端渦の速度分布に関しては数多くのモデルが理
論解析，実験，ライダー計測，数値シミュレーションに基
づき提案されているが，図 6 の結果から翼端渦の経過時間
に応じてよくフィットするモデルが変化することがわかる．
ここでは循環を一定として渦モデルを比較している．機体
直後の鋭い周速ピークを持つ分布は Jacquin の渦モデルがよ
く一致するが，これはこのモデルが近傍場の風洞実験から
導かれたモデルであることを反映している．一方，ロール
アップが完了した𝑡𝑡 ∗ � ���付近では Burnham-Hallock モデル
がよく一致する．このモデルは後方乱気流のライダー計測
から導出されたモデルである．実際にロールアップ済みの

２．２ 渦対の移流と崩壊
航空機の複雑な後流は，ロールアップ完了後には比較的
単純な渦対の構造に帰着することを図 5 に示したが，反回
転平行渦対の流体力学は，理論的・実験的・数値解析的に
多くの研究がなされてきている．理論的に不安定化のメカ
ニズムが調べられているが，実際の後流渦に主に関係する
のは Crow 不安定（長波不安定）である 12)．
Crow 不安定により図 7(b)に示すように渦間隔の 8.6 倍の
周期で渦同士の結合が起こる．この渦の結合により，図
7(c)に示すような渦輪が飛行方向に周期的に発生する．気
象条件が許せば，飛行機雲で渦輪が可視化される場合もあ
る 13)．このような渦の結合が渦の急激な崩壊に繋がるため
には，温度成層もしくは強い大気乱流を必要とする．図 7
に示すように渦対が温度成層大気中を降下すると渦対周り
に二次渦を生じ 13)，加えて渦の結合が起こることで急崩壊
が起こる（図 3 の急崩壊フェーズ）．LES の結果から，結
合時に渦対に沿って伝わる擾乱が渦周りの二次渦と相互作
用することで急激に渦度を失っていることが確かめられる．
一方で，渦の結合のみでは急崩壊が起こらないことも確か
めており，渦の再結合を繰り返しつつ移流（降下）し続け
ることがわかっている．このように長時間残留する後流渦
（渦輪）は上空の観察結果でも確かめられているが，実大
気中では稀なケースであると考えられる．
図 8 に様々な大気環境下における後流渦の循環の時間履
歴を示す．ここでは大気乱流の強さと温度成層を，無次元
化された渦散逸率𝜀𝜀 ∗ とブラントバイサラ周波数𝑁𝑁 ∗ で定義し
ている．飛行高度の一般的な大気状態𝜀𝜀 ∗ � ����，𝑁𝑁 ∗ � ����
では渦の結合と二次渦により急崩壊が起こる．しかしなが
ら，中立大気𝑁𝑁 ∗ � �では前述のように急崩壊が起こらずに
渦輪が再結合を繰り返しながら長時間残留する 13)．一方で，
強い乱流（たとえば地上付近の熱対流）下では，温度成層
が無くても渦の急崩壊が起こる．この場合には Two-phase
崩壊ではなく，空港ライダーでよく計測されるように渦降
下の初期段階から単調に循環が減少する．一方で，強い温
度勾配も後流渦の降下中に強い二次渦を発生させるため，
渦対の崩壊を大きく促進する．
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(a) 𝑡𝑡 ∗ � ���

(b) 𝑡𝑡 ∗ � ���

(c) 𝑡𝑡 ∗ � ���

渦対

二次渦

渦対の結合

渦輪の形成

法を適用して得られた結果であり，これまで検討されたこ
とのなかった現象である（図 10）．しかしながら，渦端が
地面に垂直に入射する現象は航跡雲でも確認されており，
渦端が実在すると考えられている．一般的には平坦な地面
と渦対の干渉では十分強力な二次渦が発生しないので，滑
走路周辺では大気乱流や渦端の効果で渦対の急崩壊が起こ
っていると予想される．
この二次渦を高さ数メートルの障害物で積極的に発生さ
せ，渦の急崩壊を促進しようとする試みがドイツ航空宇宙
センターで行われている 15)．障害物自体は空気力に耐える
強度があれば良いので，柔軟な構造物にすることも可能で
あり，空港への設置も期待できる．ドイツ航空宇宙センタ
ーではウィーン空港での実証実験にも取り組んでいる．
羽田空港では北東風時に空港格納庫の後流が滑走路 34L
の着陸経路に干渉することが知られており，揺れを報告す
るパイロットレポートも出されている．図 11 は羽田空港の
格納庫を過ぎる横風時において，渦対の挙動を解析した結
果である 16)．スライス断面によって格納庫後流の乱れた様
子を示している．渦対は渦度の等値面（|𝜔𝜔∗ | � ����）によ
って示すように，着陸地点に向かって 3 度傾けて配置して
いる．横風が非常に強い場合には渦対が単純に移流される
だけであるが，その大きさが渦の降下速度𝑤𝑤� 付近の場合に
は，上流側の渦が地面でのリバウンド後に滑走路上に留ま
る場合があり，後続機にとって危険である．図 11 に示すケ
ースでは地面との接触により比較的早くに渦対が崩壊して
いることがわかる．
着陸機の後流渦が地面との干渉で比較的早く減衰するの
に対して，離陸機の後流渦は大きな離陸角度により地面の
影響が無い高度に存在するため，2.2 節の崩壊メカニズムに
頼ることになる．
二次渦

図 7 渦対の結合による急崩壊 13)
渦対

図 9 渦対と地面との干渉 14)
渦対

渦端

図 8 大気条件による循環の時間履歴の変化 13)
２．３ 渦対の地面との干渉と崩壊
後流渦の崩壊メカニズムとしてもう一つ重要なものに地
面との干渉がある．着陸する航空機から発生する地面近傍
の後流渦は主に地面との干渉により崩壊する．図 9 に示す
ように渦対は降下して地面と干渉するが，地面との干渉に
より，二次渦が発生する．この二次渦は温度成層大気中の
渦降下で発生するものと類似の働きをし，渦対の急崩壊を
引き起こす 14)．また，着陸時にはタッチダウンと同時に揚
力を失い，その際に後流渦が途切れることになる．これに
より渦対に渦端が発生し，この渦端から渦に沿って伝わる
擾乱が，二次渦と干渉して，急激な渦崩壊を引き起こすこ
とが確かめられている 15)．この後流渦の渦端は文献 9 の手

渦対

二次渦

図 10 渦端を持つ渦対と地面との干渉 15)
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の後方乱気流を観測する手段であると共に，高速予測モデ
ルにおいて渦対の初期位置や周辺風速の決定に用いること
ができる．RECAT の進展に伴い，ライダーがあらゆる局
面で実運航に利用されると期待される．
ライダーによる後方乱気流計測の課題として，リアルタ
イム計測を行う場合に信号処理速度の問題などから解像度
が制限されるという点が挙げられる．この点に関しては，
ライダー計測プロセスを数値的に模擬するライダーシミュ
レーターにより，渦のパラメータ推定精度の検討が行われ
ており 19-21)，計測された渦と実際の渦との相関を定量化す
る試みが行われている．高速予測モデルによる確率的な予
測は近い将来実用化される手法として期待されるが，その
先の技術として，スーパーコンピューターを用い，時々刻
々変化する風速データを取り込んだデータ同化による後方
乱気流を含めた空港空域の風況予測の可能性が芽生えてい
る．仙台空港で離着陸する航空機の後流をライダーで計測
し，データ同化により実運航機の渦対の移流を再現する研
究が行われている 22)．現時点では CFD シミュレーション
をリアルタイムで行うことは現実的ではないため，高速予
測モデルと CFD シミュレーションの隙間を埋めるような
アプローチの開発が必要であると考えられる．
渦対

図 12 ライダー計測の例 22)
図 11 羽田空港の格納庫後流と後方乱気流との干渉 16)
３．後方乱気流のライダー計測と挙動予測
実運航機の後方乱気流の計測手段として，ライダーは非
常に重要である．著者らのグループでは電子航法研究所が
仙台空港に設置したライダーを利用し，後方乱気流の計測
を継続的に行っていた 17,18)．ライダーはレーザー出力部の
迎角を変化させレーザー光を鉛直に走査することにより
（RHI，Range height indicator），図 12(a)および(b)のよう
に航空機後方に伸びる渦対の鉛直断面を計測することがで
きる．ライダー計測ではレーザー視線（LOS, Line of sight）
方向速度成分のみが計測されるので，渦対は図 12(a)に示
すような速度分布となる．LOS 方向の解像度は 30 m，迎角
方向の解像度は約 0.1 度である．仙台空港では離陸機の計
測を行う場合，ライダーから滑走路中心までの距離が約
700 m となり，鉛直方向に 1 m 程度の解像度を持つことに
なる．図 12(a)および(b)より 2 スキャン目で渦対が降下し
ていることがわかる．空港周辺の風向き・強さは図 12(c)
に示すように水平スキャン（PPI，Plan position indicator）
計測により得ることができる．前節のように数値シミュレ
ーションから後流渦の挙動を理解することはできるものの，
それをライダー等による実計測で確認することができなけ
れば実運航に活かすことはできない．
実際の航空管制において個々の機体の後方乱気流の影響
を考慮するには事前にその挙動を予測する必要があるため，
気象情報を利用して後方乱気流の挙動を確率的に予測する
高速予測モデルが開発されている 7)．ライダー計測は実際

４．おわりに
本稿では航空機の後方乱気流の流体力学的な特徴を述
べた．航空機は発生している揚力に応じた強さの渦対を
生じ，この渦対は大気乱流に誘発される Crow 不安定よる
渦同士の結合や地面との干渉により崩壊する．このとき，
渦対まわりの二次渦の存在が渦対の急崩壊に大きく影響
する．このような知見は後流渦の高速予測モデルに活か
されている．後方乱気流の CFD シミュレーションでは，
翼端渦を含む航空機まわりの流れから渦対の挙動に影響
を及ぼす大気乱流まで長さスケールの大きく異なる流れ
を扱う必要があり，現在でもそれらをシームレスに扱う
には何かしらの工夫が必要である 9,23)．
現状の後方乱気流計測および予測精度は運航・管制へ
の組み込みを考えると不十分であり，実運航機の後方乱
気流への理解をさらに一段階深める必要があると考えら
れる．これを実現するには，高度な数値シミュレーショ
ンに加えて，実機計測技術の革新が不可欠である．例え
ば，現在のライダー計測技術では，フラップ，スラット
などの小さな空力デバイスが遠方の後方乱気流の減衰に
影響するかどうかを定量的に確認することができていな
い．風洞実験における翼端渦の減衰ではなく，実飛行環
境における遠方の後方乱気流減衰を実現できるような空
力デバイスの開発には，まず，ライダーの解像度を現在
の十数倍程度まで向上させる必要がある．そのような実
機計測環境が整った上で，遠方の後方乱気流の減衰を促
進するような空力デバイスを CFD ベースで設計できるか
どうかという課題は非常に興味深い．
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今後，アメリカ連邦航空局（FAA）と欧州航空航法安
全機構（Eurocontrol）を中心に RECAT フェーズ I の導入
と検証が行われ，フェーズ II, III への準備も進められてい
く．フェーズ III では機種と気象条件に基づく動的な管制
間隔が導入されると言われている．その中では後流渦の
高速予測モデルが利用される可能性もある．リアルタイ
ムライダー計測，各種気象情報，高速予測モデルの重要
性が今後益々高まることは確実であるため，将来の実用
化をにらみ，これらの要素技術開発に加えて効果的に組
み合わせたシステムの構築を進める必要がある．
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低レイノルズ数流れ中の翼の空力特性への後流干渉の影響に関する研究
青野 光（東京理科大学）,安養寺 正之，濱田 大生（九州大学）

A Study on Wake Interaction Effects for Airfoil Aerodynamics
at Low Reynolds Numbers
by
Hikaru AONO, Masayuki ANYOJI, Daiki HAMADA
ABSTRACT

The current study reports on the results of two-dimensional Navier-Stokes simulations of an NACA0006 airfoil and force measurements
interacting with either an airfoil-wake or a cylinder-wake under the low Reynolds number condition. The configuration of the airfoil-wake
is constructed based on a design of Mars airplane unit No.2. The diameter of the cylinder in the configuration of the cylinder-wake is
determined by a thickness of the main airfoil of the Mars airplane. The chord-based Reynolds number is 14,000. The angle of attack varies
-4 degrees to 10 degrees. The computed aerodynamic coefficients in the airfoil-wake and without the wake interaction cases are in
reasonable agreement with the experimental data when the angle of attack is less than 6 degrees. The results show that the lift coefficient
and lift curve slope of the NACA0006 reduce due to the wake interaction. The characteristics of the wake depend on the relative
configuration and the size and shape of the main object and play an important role in resultant aerodynamics of the horizontal stabilizer of
the Mars airplane.

２．対象と条件
図 1 に本研究が対象とする形状配置を示す。下流側の翼
型は、安養寺の報告(1)を参考し全てのケースで NACA0006
（翼弦長 c）とし、また上流側の物体形状は石井翼型(4)も
しくは円柱とした。円柱の直径は複数検討したが、本稿で
は石井翼型の最大翼厚(0.117c)に設定したものについて報告
する。両形状の相対的な関係は図 1 を参考して頂きたいが、

下流側の NACA0006 は取付け角を-2 度、上流側の翼型の前
縁を原点とし下流側に 4.024c、上側に 0.4224c の位置に設
置した。なお、上流側の物体形状が石井翼型のケースを翼
後流(airfoil-wake)、円柱のケースを円柱後流(cylinder-wake)、
物体がない場合を後流干渉がない(clean)と名付け、今後の
議論を行う。代表長さを NACA0006 の翼弦長(c)、代表速度
を一様流速(U∞)とし、その時のレイノルズ数は 14,000 であ
る。また、迎角は=-4〜10 deg.の範囲で解析を行った。
y
x

0.4224c

１．はじめに
近年、情報収集を主なミッションとする小型無人飛行体
の研究開発が活発に行われている。飛行体の機体の大きさ
と活動時の飛行速度から見積もられるレイノルズ数(Re)は
O(104-105)となる。このレイノルズ数領域では、空気の粘性
の影響により物体壁面から流れの剥離が起きやすく、特に
翼型まわり流れでは剥離、剥離せん断層の乱流遷移、乱流
再付着などの流体現象が空力特性に大きな影響することが
分かっている。
これまでの翼型の空力特性の解析では、主流に渦や乱れ
等が非常に少ない理想的な流れ条件下について主に議論さ
れている。しかし、飛行体が主翼に加えて姿勢を制御する
ために水平尾翼を有し、上流側にある主翼まわりで流れが
剥離するような場合、水平尾翼にむかっていく流れはその
影響を受け、その結果空力特性にも影響することが分かっ
ている。例えば、安養寺(1) は風洞計測を用いて主翼後流が
尾翼に干渉することで、尾翼の揚力係数の非線形性の大幅
な軽減を報告している。さらに、可視化結果により乱れの
強い主翼剥離流れは尾翼面上の剥離泡を崩壊させる働きが
あり、それにより空力特性に変化が起きたと言及している。
さらに、この後流干渉による翼の空力特性への影響に関す
る研究と知見は、主流中に存在する乱れや渦などの主翼の
空力性能への影響(2,3)とも関連性が高い。しかしながら、そ
れらに関する報告は少なく、特に本研究が対象とするレイ
ノルズ数領域(Re=O(104))での知見が限られているのが現状
である。
そこで、本研究では安養寺が報告した火星探査航空機 2
号機を模擬した翼後流干渉(1)と主翼を円柱に変えた円柱後
流干渉中の尾翼の空力特性を二次元数値計算と実験（力計
測）により解析し、低レイノルズ数流れ中の翼型の空力特
性への後流干渉に関する知見を得ることを目的とする。

1.632c
4.024 c
(a) Airfoil-wake

0.117c
(b) Cylinder-wake

c

(c) Clean

図 1 形状配置: (a) 翼後流、 (b) 円柱後流、
(c) 後流干渉無し
３．研究手法
３．１ 数値計算
本研究では、LANS3D(5) を基にした圧縮性流体解析プロ
グラムを利用し 2 次元非定常解析を行った。支配方程式は、
一様流音速と翼弦長により無次元化した 2 次元圧縮性
Navier-Stokes 方程式を用い、一般曲線座標系に変換したも
のを有限差分法により離散化し数値的に解いた。対流項に
は SHUS(6)と 3 次精度 MUSCL(7)、粘性項には 2 次精度中心
差分を適用し、時間発展には 2 次精度 3 点後退差分法を
ADI-SGS 陰解法(8, 9)と内部反復 3 回(10)により時間精度を保
った。乱流モデルを用いず、全域層流を仮定した非定常解
析を行った．本研究におけるレイノルズ数領域では、大き
な剥離渦が伴わない条件であれば、本計算アプローチでも
十分な精度で結果が得られることを確認している (11)。計算
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３．２ 実験計測
本実験では九州大学の回流式低速低騒音風洞を用いた。
測定部の断面は 180 mm × 360 mm であり、模型の上下面及
び側面はアクリル板により囲われている。上流側に石井翼
型を設置し、下流側に NACA0006 翼型を設置した。両翼型
の相対的な配置は、数値解析の設定条件と同様に現在検討
が進められている火星探査航空機 2 号機の設計案を参考に
した。主翼翼型の迎角に対して尾翼翼型は-2 deg.になるよ
う設置し、相対角-2 deg.を維持しながらそれぞれの迎角変
更を行った。両模型は地面に垂直に設置し，NACA0006 翼
型はシャフトを介して 3 分力微小力天秤（日章電機, LMC3531-5N）に接続して空力を計測した。
４．結果および考察
４．１ 揚力係数 Cl と抗力係数 Cd への影響
図 2 に翼後流中(Airfoil-wake)と円柱後流中(Cylinder-wake)
の NACA0006 と後流干渉がない NACA0006 の揚力係数 Cl
と抗力係数 Cd を比較したものを示す。
初めに、後流干渉がないケースの計算結果と実験結果を
比較する。迎角が 6 deg.までは良好な一致を得ていること
が分かる。しかし、それ以上の迎角では計算した Cl、Cd と
もに実験結果より大きい。また、迎角 4 deg.から 5 deg.に変
化した際に実験結果で見られる急激な揚力増加を計算結果
でも捉えられていることから、本稿では主に迎角 6 deg.以
下に着目して議論を進める。
次に、翼後流中の計算結果と実験結果を比較する。Cd の
値は良く一致しているが、Cl の計算値が小さい。但し、計
算の揚力傾斜は実験のものと類似した。翼後流干渉の影響
を考察すると、実験と計算ともに翼後流中の場合、Cl が小
さくなり、揚力傾斜も小さくなる。さらに、後流干渉がな
いケースで観察された揚力傾斜の強い非線形性が見られな
くなる。
続いて、円柱後流中の計算結果からその影響を考察する。
翼後流中と同様に Cl が小さくなるが揚力傾斜については後
流干渉がないものと類似している。さらに、後流干渉のケ
ースでは、迎角変化の空力性能への影響が翼後流中のその
ものより大きい。迎角 4 deg.時の円柱後流中の Cl と Cd は翼
後流干渉中のものと近い値であるが、迎角が 2 deg.上がる
と円柱後流干渉中の Cl と Cd は後流干渉がないケースの結
果に近くなる。これらは後流を発生させる形状とその相対
位置、後流中の渦スケールの影響であると考えている。

Airfoil-wake(CFD)
Airfoil-wake(EXP)

Clean (CFD)
Clean (EXP)

Cylinder-wake(CFD)
2

1.2
1
0.8
0.6

Cl

に用いた時間刻みは 5×10-4 であり、局所的な最大クーラン
数が約 3.0 である。円柱と翼の壁面上には滑り無し・断熱
条件、初期流れ場に一様流に規定の迎角分傾かせたものを
与え、流入する流れは一様で乱れがないものを与えた。
本研究で用いた計算格子系は、各形状周りに作成した境
界適合格子とそれらを覆う背景格子により構成されている。
背景格子は、境界の影響を抑えるために十分に広く設定し
た。初めに計算格子の収束性を確認し、背景格子は流れ方
向に 232 点、それと垂直方向に 232 点、石井翼型周りの計
算格子は翼弦方向に 155 点、壁面から離れる方向に 76 点、
円柱周りの計算格子は円周方向に 151 点、壁から離れる方
向に 76 点、NACA0006 周りの計算格子は翼弦方向に 155 点、
壁から離れる方向に 76 点を有する。翼面もしくは円柱表面
から離れる方向の最小格子幅は、1.5×10-4c と設定した。各
境界適合格子と背景格子の重なる領域内でのデータのやり
とりは重合格子法 (12) を適用した。
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図 2 尾翼の空力特性への影響

４．２ 平均流れ場・翼面圧力分布への影響
図 3 に翼後流もしくは円柱後流中の NACA0006 と後流干
渉がない NACA0006 の翼面圧力分布 Cp を比較したもの、
図 4 にその時の NACA0006 周りの速度分布と流線を示す。
図 2 から迎角 4 deg.の時、後流干渉中の NACA0006 の Cl
は小さくなるが、図 3 と 4 の翼面圧力と速度の分布からも
サクション側の圧力分布に違いが生じていることがわかる。
また、円柱後流中と後流干渉が無いケースでは、後縁近傍
に循環領域が生じている。さらに、図 2 から迎角 6 deg.の
時、Cl が翼後流中と円柱後流中の間で異なったが、それも
翼面圧力と速度分布の違いから一定の説明ができる。具体
的には、後流干渉がない場合と円柱後流中の圧力分布から
サクション側に剥離泡が形成されるが、翼後流中の圧力お
よび速度分布にはその傾向が見られず、どちらかと言えば、
翼面上が付着流れに近い分布になっているようにと考察で
きる。これは、円柱後流と NACA0006 が干渉する領域が上
面側のみになっていることも原因であると考えている。こ
のように、後流を発生させる物体の相対位置とその大きさ、
剥離した渦スケールにより後流の特性が変化し、その結果
干渉効果も変化する。
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図 5 瞬間渦度分布の比較
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４．３ 瞬間流れ場と後流干渉中の速度プロファイル
図 5 に瞬間渦度分布の比較を示す。翼後流と円柱後流を
比較すると、翼後流中では 2 次元的な渦が尾翼に向かって
流れていくが、円柱後流中では、カルマン渦列とそれによ
るせん断流れが尾翼に向かっていくことが分かる。この特
性の違いを平均速度場と変動場への影響そして空力特性に
繋げた考察を行う。図 6 に翼後流中と円柱後流中の
NACA0006 と翼後流干渉しない NACA0006 の平均速度分布
と変動分布を比較したものを示す。データを可視化した位
置は NACA0006 の前縁より 0.124c ほど前方である。
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NACA0006 近傍の流れの平均速度分布と変動

図 6 から特筆すべき点は、翼後流中の速度変動の大きさ
である。どちらの迎角についても主流速度に対して約 5〜
25％の変動強さを有している。図 5 から後流中の渦の移流
が速度変動の主な要因である。加えて、後流干渉が無い場
合と比べて平均速度が減少していることより、実質的な迎
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角も減少していることが推測できる。従って、前節で見ら
れた翼後流中の翼面圧力分布や速度分布の変化は実質的な
気流角の低下と気流の速度変動の合同的な影響であること
を示唆している。
続いて、円柱後流中の速度プロファイルに注目すると、
ど ち ら の 迎 角 に お い て も 、 NACA0006 の 前 縁 付 近
(y/c=0.4224)で流速が低下している。その結果、翼面のサク
ション側での流速も小さくなり、前縁付近翼面圧力分布に
後流干渉がない場合と比べて低下する。そのため、揚力減
少につながったと推測される。

11) Lee, D.H., Nonomura, T., Oyama, A., Fujii, K.: Comparison
of Numerical Methods Evaluating Airfoil Aerodynamic
Characteristics at Low Reynolds Number, J. Aircr., 52
(2015), pp. 296-306.
12) Fujii, K.: Unified Zonal Method Based on the Fortified
Solution Algorithm, J. Comp. Phys., 118 (1995), pp. 92-108.

５．結論
低レイノルズ数流れ中の翼の空力特性への後流干渉の影
響に関して、二次元層流計算と実験による力計測を行った。
翼後流干渉のケースでは、実験と計算結果を比較し、迎角
が 6 deg.以下であれば空力係数の良好な一致を得た。
以下が本研究により得た知見である。
(i)
後流干渉により揚力係数と揚力傾斜は減少する。
従って、エレベータとして働く水平尾翼を想定し
たとき、後流干渉は空力特性において重要な役割
を有する。
(ii)
後流特性は各形状の相対的位置、後流形成の源と
なる物体の形状と大きさに依存し、その幅や形成
される渦と渦スケールにより干渉した翼の特性に
影響を与える。
今後更なる解析を進め、後流特性に応じた結果を整理し一
般的な知識としての体系化を目指す。
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翼後退角有無によるスラット騒音変化について
村山 光宏*1, 雨宮 和久*2, 田中 健太郎*3, 伊藤 靖*1, 横川 譲*1, 山本 一臣*1, 池田 友明*1, 平井 亨*3
*1
宇宙航空研究開発機構, *2 エイ・エス・アイ総研, *3 菱友システムズ

Study on Influence of Wing Sweep Angle on the Slat Noise Characteristics
by
Mitsuhiro MURAYAMA, Kazuhisa AMEMIYA, Kentaro TANAKA, Yasushi ITO
Yuzuru YOKOKAWA, Kazuomi YAMAMOTO, Tomoaki IKEDA, Tohru HIRAI
ABSTRACT

Aeroacoustic simulations associated with noise radiation from the leading-edge slat is conducted. The shear layer emanating from the slat
cusp and its subsequent reattachment upstream of the slat trailing edge lead to a primarily broadband noise spectrum. Often, however, the
slat noise spectrum also exhibits narrowband peaks superimposed on the broadband portion, especially in the case of unswept wind tunnel
configurations at lower than full-scale Reynolds numbers. In this study, influence of wing sweep angle on the slat noise characteristics,
especially on the narrowband peaks, is investigated by aeroacoustic simulation using Delayed Detached Eddy Simulation around the
30P30N three-element high-lift airfoil configuration.
１．はじめに
航空輸送需要の増加と環境負荷低減への要求の高まり
に伴い、空港周辺の騒音規制が年々強化されている。近
年の旅客機ではエンジンの低騒音化が進み、特にエンジ
ン推力を抑えた着陸進入時には高揚力装置や降着装置か
ら発生する機体空力騒音がエンジン騒音を越える例も見
られ[1-3]、空港周辺の騒音被害を減らすために機体空力
騒音を減らす事が重要な課題の一つとなってきている。
離着陸時に最大揚力を増加させるために展開する前縁
スラットは、機体空力騒音源の主音源の一つである。ス
ラット下面側のスラットカスプと呼ばれるスラット下端
部で流れが剥離してせん断層を形成し、スラット後縁近
傍のスラットコーブ部に再付着する。そしてスラットコ
ーブ部に再循環領域を形成すると共に、スラット後縁側
の流れは主翼とスラットの隙間で加速する。スラット周
辺の騒音源としては、スラットカスプ部から生じる剥離
せん断層による広帯域騒音や複数の狭帯域騒音(Narrowband peaks (NBPs))、スラット後縁からのカルマン渦に起
因した後縁騒音が発生する事が報告されている[4]。
スラット騒音の Overall Sound Pressure Level (OASPL)に
大きな影響を与える NBPs は、特に二次元風洞試験や低
レイノルズ数の風洞試験において顕著に発生する事が報
告されている。一方で、実機の飛行音源探査結果からは
NBPs は明確に確認できないという説もあり、後退角や
レイノルズ数の違いが NBPs のレベルに影響を及ぼして
いると考えられる。JAXA では後退角付きスラット・フ
ラップ三翼素翼騒音計測用三次元風洞模型 OTOMO2 に
よる風洞試験により、後退角がある翼においても局所的
に必要な流れ場が形成されれば NBPs が発生する事を確
認した[5-7]。一方、後退角無の三次元風洞模型 OTOMO
を用いた風洞試験結果[8]において計測された NBPs と比
較しピークは急峻ではなかった。このため、後退角効果
も NBPs のレベルに影響を及ぼしていると考えられる。
一方、これまでのスラット騒音研究において、後退角
による流れ場と騒音変化に関しては、CFD/CAA により
十分には調べられてきていない。今村ら[9]は、JAXA3 次
元高揚力装置研究モデル JSM の翼型に対し、6 次精度コ
ンパクトスキームを用いた Zonal LES/RANS 解析により、
レイノルズ数 Re=1.8106 の条件において、周期境界条件
を課した 2.5 次元解析により後退角有無の解析を行って
いる。しかしながら、翼型の特性のためか、後退角がな
い条件においても明確な NBPs は観察されていない。

Lockard ら[10]は、スラットとフラップを展開した三翼素
高揚力翼型 30P30N（米国航空宇宙学会 AIAA の機体騒
音予測に関するワークショップ BANC[11-12]のベンチマ
ーク問題にも用いられており、2 次元風洞試験において
明確に NBPs がみられている）に対して後退角有無の解
析を行った。3 次精度風上スキームと SST 乱流モデルを
用いた（但し、スラットコーブ領域は乱流モデルの生成
項をオフにする）CFL3D コードにより、後退角を変化さ
せた計算を行ったが、主流マッハ数とレイノルズ数を同
時に変えた計算を行っているため効果の分離が難しかった。
これまで著者らは、後退角がない 30P30N 翼型の流れ
場と騒音予測 CFD 解析に関して、BANC などを通じて騒
音予測精度の改善を図ってきた[13-16]。これまでの解析
により、高次精度スキームと高密度格子を用いた
Delayed Detached Eddy Simulation (DDES) 非定常乱流解析
により、予測結果が風洞試験結果と良い一致を示す事を
確認してきた。そこで本発表では、30P30N 翼型に対し
後退角によりスラット周辺の流れ場と騒音特性がどのよ
うに変化するかを、高次精度スキームを用いた DDES 非
定常乱流解析により調べた結果を報告する。
２．解析対象
AIAA の機体騒音予測に関するワークショップ BANC
[11-12] 及 び 日 本 の Aerodynamics Prediction Challenge
(APC) ワークショップ[17]の課題にも用いられているス
ラットとフラップを展開した三翼素高揚力翼型 30P30N
を解析対象とする。図 1 に 30P30N 翼型を示す。JAXALWT2 風洞においても風洞試験が行われており[18]、風
洞試験結果において明確に NBPs がみられることが確認
されている。

図 1 2 次元三翼素翼型 30P30N
３．解析手法
騒音源となる流れ場の非定常解析には JAXA のマルチ
ブロック構造格子 CFD コード UPACS [15-16, 19-20]を用
いる。支配方程式として三次元圧縮性 Navier-Stokes 方
程式を解き、スラットコーブ近傍の渦を高精度に解像す
るために高次精度スキームを用いる。数値流束には、
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Roe の近似リーマン解法を風上バイアスされた 5 次精度
差分[15]、粘性項の評価には 4 次精度中心差分を用いる。
時間積分は MFGS 陰解法[21]にニュートン反復を組み合
わせた時間 2 次精度計算である。乱流モデルとして
Spalart- Allmaras 1 方程式モデル(SA-noft2)[22-23]を用い
た。但し生成項では渦度の代わりにひずみ速度を用いて
いる。非定常解析では、RANS/LES ハイブリッドモデル
の一つである DDES[24]を使用した。
遠 方 場 騒 音 予 測 に は 、 JAXA で 開 発 を 進 め て い る
UPACS-Acoustics [25]を用いた。UPACS-Acoustics は、
Ffowcs Williams-Hawkings (FW-H) 法 [26]に基づいて、非
定常解析により得られた物体表面あるいは音源を取り囲
む面における物理量を基に遠方場音圧の推算を行う。こ
こでは 30P30N 翼型表面における物理量を用いて遠方場
音圧の計算を行った。
４．計算格子
図 2 に 30P30N のマルチブロック構造格子の断面図を
示す。Ref. 27 に用いた計算格子と同じ計算格子である。
スラットとフラップを収納した形態の翼弦長 cstowed は
0.4572m (18-inch)、スラット翼弦長 cslat は 0.15cstowed であ
る。スパン長は後退角がないケースでは BANC にて推奨
されている 2-inch (cstowed/9)、後に示す後退角 33 度とした
ケースでは計算時間短縮のため 1-inch (cstowed/18)とした。
なお、後退角がない場合にはスパン長を 1-inch としても
近傍場や遠方場騒音予測結果に本質的な差が見られない
ことは事前に確認している。計算格子は商用ソフト
Gridgen を用いて作成した。遠方境界は翼から 100cstowed
離れた位置にある。壁面近傍最小格子幅 dmin/cstowed は
7.710-6 とし y+は約 0.54 である。スラットコーブ付近で
は、渦一つを解像する格子点数を約 10 点と考え、数
10kHz の渦を解像できるよう 3.910-4 cstowed ～4.210-4
cstowed の格子幅とし、スパン方向にも概ね等方的なセル
になるように計算格子を作成している。スパン方向の格
子点数はスパン幅 2inch の場合は 271 点、1inch の場合は
136 点である。2 次元断面における計算格子点数は約 270
万点、総格子点数は 2inch の場合で約 7460 万点である。
なお、使用した計算格子の 2 次元断面格子は BANC[1112]及び APC[17]のウェブサイトにも公開している。

図2

(a) 翼全体図
(b) スラット周辺拡大図
30P30N 翼型に対するマルチブロック構造格子

５．計算条件
解析条件は、BANC[11-12]及び JAXA-LWT2 における
風洞試験条件[18]と合わせ、一様流風速 U∞は 58 m/s（主
流マッハ数 M∞ = 0.17）および基準長 cstowed レイノルズ数
Re_cstowed は 1.71×106、一様流静温度は 295.56 K である。
迎角は BANC の基準迎角である =5.5とした。後退角効
果を調べる解析では、後退角を 33 度とし、前縁垂直方向
のマッハ数 M0 を 0.17 とするために主流マッハ数 M∞は
0.2027 とした。
非定常計算における時間刻み幅∆t は 1.1 × 10-4cstowed/a∞
（a∞：一様流音速）に設定した。スラットコーブ領域お

けるクーラン数は O(1)程度になる。陰解法における内部
反復数は 5 回としている。空力係数の揺らぎが安定する
まで計算を行い、その後統計量の処理に用いるデータを
取得する計算を約 16 cstowed/U∞まで行った。境界条件とし
て、外部境界では一様流条件、翼面には断熱すべり無し
壁、スパン方向には周期境界条件を与えた。
６．計算結果
６－１．定常 RANS 計算結果
図 3 と図 4 にそれぞれ後退角無と後退角 33 度のケース
に対する 2 次元断面マッハ数分布を示す。後退角 33 度の
計算を行う際には、前縁垂直方向のマッハ数を後退角無
の計算とあわせるために、主流マッハ数 M∞を増やして
いる。そのため後退角がある図 4 の方が、全般的にマッ
ハ数が高い流れ場となっている。後退角がない場合と比
べ、スラットコーブ部の再循環領域でも後退角による横
流れの成分によりマッハ数が大きくなっている様子が分
かる。図 5 に翼表面 Cp 分布と表面流線を示す。また、
図 6 に翼断面における翼表面圧力係数 Cp 分布を示す。
Cp 分布を比較する際には、前縁垂直方向の基準マッハ数
0.17 を用いて Cp を計算している。図 5 に示す表面流線
の結果から、フラップ上面の後縁近くで流れが剥離して
いる様子がわかる。表面流線からは後退角により若干剥
離が小さくなっているように見えるが、図 6 における表
面 Cp 分布は、後退角有無によりほぼ差がない。

(a) 翼全体図
(b) スラット周辺拡大図
図 3 定常 RANS 計算による 2 次元断面マッハ数分布
（後退角無）

(a) 翼全体図
(b) スラット周辺拡大図
図 4 定常 RANS 計算による 2 次元断面マッハ数分布
（後退角 33 度）

図5

(a) 後退角無
(b) 後退角 33 度
定常 RANS 計算による表面 Cp 分布と表面流線
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では、後退角 33 度のケースの方がせん断層や再付着点付
近の TKE は小さくなっている。

(a) 全体（スラット、主翼、フラップ)

(a) 全体（スラット、主翼、フラップ）

(b) スラット周辺拡大図
図 6 定常 RANS 計算による表面 Cp 分布
６－２．非定常計算結果
図 7 に DDES を用いた非定常乱流解析により得られた
解析結果を時間方向とスパン方向に平均化をとった 2 次
元断面の翼表面 Cp 分布を示す。定常 RANS 計算では後
退角有無により差は見られなかったが、非定常解析の結
果では、定常計算の結果よりも差がみられる。図 7(b)に
示すように、後退角がある方がフラップ上面後縁近くの
流れの剥離は若干小さくなり、揚力がふえている様子が
わかる。但し、図 7(c)に示すように、後退角有無により
スラット上面の Cp 差は約 0.1 であり、JAXA-LWT2 風洞
試験結果の迎角による Cp の変化[18]と比較すると、迎角
約 0.5 度相当のずれにとどまる。
図 8 に瞬時渦度翼弦方向成分の等値面を示す。色は密
度を表している。また、2 次元断面における瞬時渦度ス
パン方向成分の分布を図 9 に示す。図 8 と図 9 に示され
るように、スラットカスプからせん断層が発生し、発達
しながらスラットコーブ後縁付近へ再付着している様子
がわかる。これまでの研究[28]により、計算格子が粗か
ったり乱流のモデル化によっては、せん断層の発達が遅
れ、NBPs のレベルが大きくなるなど、このせん断層の
発生・発達の様子がスラット騒音の発生に密接に関わっ
ている事が示されている。
図 8 において、スラットカスプからせん断層が発達し
ていく過程は、後退角有無によりそれほど大きな変化は
見られない。図 9 の瞬時渦度スパン方向成分の比較でも
大きな差は見られないが、図 8 に示さている 3 次元的な
流れ場構造を見ると、ある程度せん断層が発達してから
スラットコーブ部に再付着していく領域で、後退角の横
流れ効果によりスパン方向に分布をもつように変化して
いく。図 10 に示す 2 次元 TKE (=0.5(u’u’+v’v’)/U2)分布

(b) フラップ周辺拡大図

(c) スラット周辺拡大図
図 7 DDES 非定常乱流計算による表面 Cp 分布（時間と
スパン方向に平均化処理後）

(a) 後退角無
(b) 後退角 33 度
（スパン長 2-inch）
（スパン長 1-inch）
図 8 瞬時渦度翼弦方向成分の等値面
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図 13(b)の P1 と図 13(c)の M1 位置における比較におい
て、スラット後縁のカルマン渦発生に起因した 20kHz の
ピークに関しては後退角の影響がみられない。一方、
1kHz から 2kHz に見られる NBPs の変化が顕著にみられ、
後退角がある場合には、NBPs のレベルが大きく下がっ
ている様子がわかる。
(a) 後退角無
(b) 後退角 33 度
図 9 瞬時渦度スパン方向成分の 2 次元断面分布

(a) 後退角無
(b) 後退角 33 度
図 10 2 次元乱流運動エネルギ TKE (=0.5(u’u’+v’v’)/U2)
の 2 次元断面分布
図 11 に時間方向とスパン方向に平均化をとった翼表面
の圧力変動 Cp’rms の分布を示す。図 11(a)においてスラッ
ト、主翼、フラップの各翼素の圧力変動を比較すると、
スラットの圧力変動が非常に大きいことがわかる。図
11(b)に示す圧力変動のスラット周辺拡大図において、後
退角がある場合にはスラットカスプから生じたせん断層
が再付着する領域において圧力変動の大きさが小さくな
っている様子が分かる。図 12 に物体表面の圧力変動パワ
ースペクトル密度(PSD)の比較を行う位置を示す。図
13(a)に P4 と P5、図 13(b)に P1、図 13(c)に M1 の位置に
おける比較結果を示す。P4 と P5 はせん断層の再付着点
近傍、P1 は主翼前縁位置である。また、M1 は流体変動
の小さな主翼下面位置であり、遠方場音圧を考える際の
参考となる点である。また、図中に JAXA-LWT2 にて行
われた後退角無モデルでの P4 と M1 位置における風洞試
験結果[18]も示す。風洞試験における幾何迎角 6 度のス
ラット Cp 分布が、計算における迎角 5.5 度のスラット
Cp 分布と概ね対応する[18]。
まず、後退角無の計算結果において再付着点近傍 P4
にて風洞試験結果と比較をすると、CFD 解析結果の方が、
2kHz 以下の周波数帯でレベルがやや小さく、4kHz 以上
の周波数帯ではレベルが大きくなるが、概ね良い一致を
示している。また、図 13(c)に示す M1 の位置において風
洞試験結果と CFD 解析結果を比較すると、1kHz から
2kHz の範囲に見られる NBPs や広帯域騒音レベルを良好
に 再 現 で き て い る こ と が 分 か る 。 な お 、 20kHz か ら
30kHz の間に見られるピーク音はスラット後縁のカルマ
ン渦発生に起因したものであるが、ピーク音レベルは
CFD 解析結果の方が大きい。境界層の計算に RANS を用
いる DDES による計算方法では、スラット後縁騒音は過
大評価される傾向がみられる[13]。
次に、後退角有無による変化をみる。図 13(a)に示され
る再付着点付近の P4 と P5 では、後退角がある場合には、
概ね 3kHz を境に低周波側ではレベルが下がり、高周波
側ではレベルが上がる傾向がみられた。また、後退角が
ある場合、800Hz と 1kHz 周辺にピーク音がみられる。
3kHz 以下で広帯域成分のレベルが相対的に下がったこと
により顕在化したものか、後退角がある流れ場において
新たに発生した現象であるかは現在特定できていないた
め、今後調べていく必要がある。

(a) 全体（スラット、主翼、フラップ）

(b) スラット周辺拡大図
図 11 DDES 非定常乱流計算により得られた表面圧力変
動 Cp’rms 分布（時間とスパン方向に平均化処理後）

P6

TEs

P5
P4
(PSP1) P1

P3

M1
(PMP1)

P2
S10

図 12

圧力変動パワースペクトル密度(PSD)比較位置
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を 2-inch として周期境界条件を適用して計算したことに
よるスパン幅間の音波の反射の影響である。
また、遠方場音圧においても図 13 の翼表面の PSD 比
較結果と同様に 1kHz から 2kHz に見られる NBPs の変化
が顕著にみられる。後退角がある場合には、NBPs は依
然として見られるものの、そのレベルが大きく下がって
おり、JAXA の 3 次元騒音計測模型 OTOMO2 の風洞試験
により得られた知見[5-7]と一致する計算結果となってい
る。

(a) P4, P5

図 14 256Hz～10kHz の周波数範囲における OASPL 指向
特性（10cstowed 位置）

(b) P1

(a) 指向角 134 度
(c) M1
図 13 圧力変動パワースペクトル密度の比較
図 14 に FW-H 法により求めた遠方場音圧に対して、今
回の解析にて過大評価されているスラット後縁ピーク騒
音を除いた周波数範囲(256Hz～10kHz)における OASPL の
指向特性を示す。スラットとフラップを収納した収納形
態の前縁位置を原点として 10cstowed 離れた位置において
評価した。なお、流れの下流方向を 0 度、翼下方を 270
度と定義している。図 14 より、後退角により OASPL は
下がるが、指向特性の形は大きく変化しないことがわか
る。
図 15 に騒音レベルが大きくなる指向角 134 度と 290 度
の結果を示す。スラット後縁による 20kHz のピークに関
しては、図 13 の翼表面の PSD 比較結果と同様に、後退
角の影響はみられない。図 15 の 7kHz 周辺で、後退角無
のケースではピーク音が目立っているが、これは
Lockard ら[29]でも議論されているように、スパン方向幅

図 15

(b) 指向角 290 度
遠方場騒音スペクトル比較（10cstowed 位置）

This document is provided by JAXA.

126

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

７．まとめ
三翼素高揚力翼型 30P30N に対して、高次精度スキー
ムを用いた DDES 非定常乱流解析により、後退角による
スラット周辺の流れ場と騒音特性変化を調べた。
後退角により、特にスラットカスプからのせん断層の
再付着点近傍における圧力変動に違いがみられ、変動が
弱くなる傾向がみられた。また、NBPs は依然として見
られるものの、後退角により NBPs のレベルが大きく下
がっており、JAXA3 次元騒音計測模型を用いた風洞試験
により得られた知見と一致する計算結果が得られた。一
方、スラット後縁から発生するピーク音に関しては後退
角の影響は見られず、また、スラット後縁騒音が発生す
る周波数を除いて求めた OASPL に関して、指向特性は大
きく変化しなかった。
今後は、解析結果を詳細に分析し、後退角効果の物理
現象に関して分析を進める予定である。
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密度傾斜を有するアブレーション熱防御システムの研究
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Study of Ablative Thermal Protection System with Density Gradient
by
Toshiyuki SUZUKI, Yu-ichi ISHIDA, Takuya AOKI, Kazuhisa FUJITA, Kazuhiko YAMADA (JAXA)
Yuki KUBOTA, Kenichi HIRAI (IHI Aerospace)
ABSTRACT

Functionally graded ablative materials with density gradient were newly developed for thermal protection system of future space exploration
missions. The ablating surface was densified to reduce the amount of surface recession, while the density inside the ablator was reduced with
expectation of light weight and high heat insulation. Bulk specific gravity was found to be about 0.7 ~ 0.8. Basic thermal characteristics of
the developed ablative material were obtained by conducting heating tests in the arcjet wind tunnel. According to X-ray CT inspection
conducted before and after the heating tests, layer delamination was not observed inside the test piece.
１．はじめに
大気圏突入飛行に用いられる飛翔体は 10km/s 以上の超軌
道速度で大気圏を飛行するために，機体前方には強い離脱
衝撃波が生じ機体は過酷な空力加熱にさらされる．このよ
うな空力加熱から機体を防御するため，熱防御システム
（以下，TPS）を構成する材料としては炭素繊維強化プラ
スティック（CFRP）等のアブレータが用いられる．過去日
本においては，小惑星探査機はやぶさにおいて地球大気圏
突入飛行を実施するに当たり，比重約 1.3 のアブレータを
用いた TPS の開発が行われた 1)．また近年では，JAXA が開
発を進めている「こうのとり」搭載型小型回収カプセルの
TPS として，比重約 0.3 の軽量アブレータの開発が行われ
た 2) ．
熱防御システムに求められる性能としては，第一に内部
のペイロードを空力加熱から守るため，耐熱性及び断熱性
に優れていることが求められる．またペイロード比の向上
に向けてより軽量であることが求められる．加えて着地点
分散の拡大につながる飛行中における空力特性の変化を低
減するため，離脱衝撃波背後の高温気流による表面損耗量
が過度に大きくてはならない．比重 1.3 のアブレータは高
密度であるが故に表面損耗量は小さいが，重く，断熱性が
低いことが知られている．一方比重 0.3 のアブレータは断
熱性に優れているものの，軽量であるが故に表面損耗量は
非常に大きくなるといった技術的課題がある．
一方，近年では 3D 造形技術の適用により，複数の材料
を締結部無く接合して軽量化することや，複数種材料の組
成比を連続的に変えて耐熱性と強度を併せ持つ傾斜機能型
材料を実現することが可能になると期待されている 3)．特
に炭素繊維成形体へ適用する場合，炭素繊維や樹脂含浸量
を連続的あるいは断続的に変えることにより耐熱性を要す
る箇所を高耐熱化し，強度を要する箇所を高強度化し，軽
量化を要する箇所を軽量化した傾斜機能型アブレータの実
現が期待されている．本研究では密度傾斜を有する傾斜機
能型アブレータの試作や加熱試験による耐熱性評価を通し
てその実現可能性を議論する．

動性が十分に高い（粘度が低い）場合は，アブレータ内
部の気孔が少なくなり，アブレータは高密度状態で硬化
する．図 1 は近年になって横田，石田等によって開発され
たポリイミド樹脂 TriA-X の溶融粘度（溶融流動性）の温
度依存性を表した図である 4), 5) ．図 1 に示すように，
250℃から 340℃までの間でポリイミド樹脂の粘度は大き
く変化することがわかる．従って積層させたプリプレグ
の厚み方向に温度勾配を設けると，TriA-X の粘度の温度
依存性により，硬化後のアブレータの厚み方向に密度勾
配が生じると期待できる．
またアブレータ表層には樹脂体積含有率(𝑉𝑉� )の高いプリ
プレグを使うことで，相対的にアブレータ表面付近だけ樹
脂含有率が高い高密度部になることが期待できる．本研究
ではこれら 2 つのアイデアを用いて傾斜機能型アブレータ
の試作を行った．

２．傾斜アブレータの試作
積層型アブレータは，炭素繊維クロスに樹脂を含浸さ
せたプリプレグを積層させ，これを圧縮・加熱硬化する
ことで作成される．一般的に圧縮・加熱硬化中に樹脂の
溶融流動性が低い（粘度が高い）場合は，気孔が多く残
存し，硬化後のアブレータが低密度になり，逆に溶融流

上記アイデアを実証するために傾斜機能型アブレータの
試作を行った．本研究で用いた成形手法の概要を図 2 に示
す．まずはプリプレグの製作に向けて，所定の繊維体積含
有率(𝑉𝑉� )と樹脂体積含有率(𝑉𝑉� )を設定しワニス重量を決定
した後に，カイノール炭素繊維クロスに TriA-X ワニスを手
塗りで含浸させる．その後真空デシケータを用いて 10 分間

図1

TriA-X の溶融粘度の温度依存性
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図 2 傾斜機能型アブレータの成形手法
真空含浸させた後に真空乾燥を行う．更にその後はホット
プレスを用いてプリプレグのシワを伸ばしてプリプレグの
完成となる．
今回はアブレータ表層には 𝑉𝑉� : 𝑉𝑉� =1:1.7~2.0 で製作した
プリプレグ 10 枚を重ね，その下に 𝑉𝑉� : 𝑉𝑉� =1:1 で製作した
プリプレグを 45 枚重ねて，合計 55 枚のプリプレグを用い
てホットプレスによる圧縮・加熱硬化を行った．圧縮・加
熱硬化時はアブレータ内部の温度をモニタするため，アブ
レータ表面とプリプレグ 10 枚間隔毎に K 種熱電対を設置し
た．
積層させたプリプレグの厚み方向に温度勾配を設けるに
あたり，以下に述べる方法で圧縮・加熱硬化を行った．ま
ずホットプレスの上側熱板と下側熱板の設定温度をそれぞ
れ 250℃と 150℃に設定し，重ねたプリプレグを下側熱板上
に設置する．その後プリプレグ上に上側熱板を接触させ，
アブレータ内部の各温度が平衡になるのを待つ．計測した
温度履歴を図 3 に示す．各所の温度が平衡に達した後は，
上側熱板のみ 4/min で 380℃まで昇温し，上側熱板が 340℃
に到達した際，アブレータ厚さが 40mm になるように
2.6MPa で加圧開始した．その後上側熱板温度が 380℃に到
達した時，下側熱板を 4/min で昇温した．上下熱板が 380℃
に到達した後は 1 時間保持し，その後自然放熱を行った．

図 3 加圧加熱成形時の温度履歴
加圧加熱成形後のアブレータ母板とその断面図を図 4 に
示す．図の母板サイズは 120mm x 120mm x 40mm であるが，

成形時の圧力値及び樹脂含有率を見直すことで現時点では
150mm 角程度の母板まで製作することが可能になっている．
断面図を見ると表面から約 5mm 程度までは緻密な層になっ
ており，それより深い部分は目の粗い層になっていること
がわかる．これは圧縮・加熱硬化時にアブレータ上下面に
おいて温度差を設けたことにより，アブレータの上下面に
おいてポリイミド樹脂の溶融粘度が異なる状況が生じたた
めであると考えられる．
試作したアブレータ母板から直径 10mm，厚さ 40mm 程
度の試験片を切り出し，以下の要領にてヤスリがけと質量
と大きさ計測を行うことによってアブレータの密度を推定
した．供試体断面積を𝑆𝑆, n 回目のヤスリがけで失った部位
の質量をΔ𝑚𝑚� , n 回目のヤスリがけで失った部位の厚さを
Δ𝐿𝐿� とすると，n 回目のヤスリがけで失った部位の密度𝛥𝛥𝛥𝛥�
は以下で与えられる．
𝛥𝛥𝛥𝛥� �

𝛥𝛥𝛥𝛥�
𝛥𝛥𝛥𝛥� 𝑆𝑆

(1)

本研究では約 0.1mm 間隔でヤスリがけを行った．得られた
密度分布を図 5 に示す．図に示すように得られた密度値は
非常にバラツキが大きいため，それぞれ 0.9mm と 2.1mm 間
隔における移動平均の結果も合わせて示す．図 5 によると，
表面近傍の密度は約 1.2g/cm3 であるが，その後次第に小さ
くなり約 10mm 以深においては約 0.7g/cm3 になっているこ
とがわかる．したがってアブレータ表面近傍を高密度化し，
以降を次第に低密度化するという目的は部分的に達成され
たと思われる．今後は圧縮・加熱硬化成形プロセスを改良
することにより，密度傾斜の付け方を工夫・最適化できる
か検討を行う予定である．
３．耐熱性評価に向けたアーク風洞加熱試験
試作した傾斜機能型アブレータの耐熱基礎特性を取得す
るため，JAXA 調布航空宇宙センター750kW アーク加熱風
洞において加熱試験を実施した．加熱試験に使用した供試
体の概要を図 6 に示す．供試体は直径 40mm, 厚さ 40mm の
キノコ型のアブレータ試験片とベークライト製ホルダから
構成されており，全長は 58mm である．アブレータ試験片
の加熱面から 20mm と 30mm の位置には内部温度計測に向
けて K 型熱電対が艤装されている．加熱試験中は放射温度
計と二色温度計を用いてよどみ点の表面温度を計測した．
また試験前後のアブレータ試験片厚さを比較することによ
って加熱による表面損耗量を評価した．

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

129

図 6 加熱試験供試体の概要
(a) 加圧加熱整形後のアブレータ母板

調布航空宇宙センター 750kW アーク加熱風洞について，
気流加熱率と衝撃圧の観点で整理した気流エンベロープを
図 7 に示す．本研究では図 7 の内，○で囲まれた 7 つの条
件において加熱試験を実施した．選択した風洞運転条件と
その条件におけるよどみ点加熱率と衝撃圧の計測値をそれ
ぞれ表 1 と表 2 に示す．また本加熱試験で使用した供試体
のリストを表 3 に示す．今回は加圧加熱成形における温度
条件が若干異なる 4 つの母板から合計 13 個のアブレータ試
験片を切り出した．いずれも平均の密度は 0.72~0.80 程度
である．

(b) 母板の断面図
図 4 本研究で試作した傾斜機能型アブレータ
図 7 加熱試験供試体の概要

図 5 アブレータの密度分布

放射温度計によって得られたよどみ点近傍における表面
温度の時間変化を図 8 に示す．加熱率の高い D-1, C-4, D-4
の供試体の温度が高く，加熱率の最も低い A-1, B-1 供試体
の温度が最も低い．また同一気流条件で加熱された A-1 と
B-1，A-2 と B-2，A-3 と C-1，C-2 と C-3，C-4 と D-1，D-2
と D-3 を比較すると，再現性も非常に良いことがわかる．
母板の違いによる影響も全く見られていない．
本加熱試験で得られた損耗量を加熱時間で除して得られ
る損耗速度を図 9 に示す．同図には比重約 0.4 の軽量アブ
レータを用いて得られた結果と，宇宙科学研究所アーク加
熱風洞において得られた比重約 0.8 の中密度アブレータ，
比重約 1.3 のはやぶさアブレータの結果も示している．宇
宙科学研究所アーク風洞の気流動圧は調布航空宇宙センタ
ーの動圧と異なるため，同じ加熱率における比較であって
も注意が必要であるが，参考までに示している．
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試験
条件
#
1
2
3
4
5
6
7

表 1 アーク風洞運転条件
電流値
1 次ガス 2 次ガス
流量
流量
A
g/s
g/s
300
8
16
300
24
16
400
20
0
530
20
0
700
20
0
500
30
0
700
10
0

加熱
時間
s
60
60
60
60
60
60
60

試験
条件
#
1
2
3
4
5
6
7

表 2 気流条件
よどみ点
よどみ点
加熱率
衝撃圧
MW/m2
kPa
0.92
15.8
2.17
31.1
3.21
21.1
3.89
21.8
4.35
23.0
4.10
31.4
3.80
12.7

質量平均
エンタルピ
MJ/kg
4.00
6.80
12.4
14.4
16.3
13.7
18.3

供試体名
#
A-1
A-2
A-3
B-1
B-2
C-1
C-2
C-3
C-4
D-1
D-2
D-3
D-4

表 3 供試体リスト
平均密度
母板
g/cm3
#
0.7787
A
0.7776
(20171110)
0.7711
0.8001
B
(20171116)
0.7902
0.7573
0.7424
C
(20180219)
0.7875
0.7918
0.7832
0.7218
D
(20180305)
0.7586
0.7322

試験条件
#
1
2
3
1
2
3
4
4
5
5
7
7
6

緩やかであることがわかる．これは表面付近を高密度化し
たことが原因であると考えられる．
比重約 1.3 のはやぶさアブレータとの比較では，残念な
がら現時点では本研究で開発した傾斜機能型アブレータの
優位性を示すに至っていない．この理由としてまず傾斜機
能型アブレータの表面付近の密度がはやぶさアブレータよ
りも若干小さいことが挙げられる．また図 9 には計測され
た気流衝撃圧も合わせて記載しているが，宇宙科学研究所
アーク風洞に比べて調布航空宇宙センターのアーク風洞で
は同じ加熱率においても気流動圧が高いことがわかってい
る．これにより調布航空宇宙センターのアーク風洞では宇
宙科学研究所のアーク風洞に比べて同じ加熱率においても
アブレータ表面に到達する酸素原子数密度が高いことが想
定される．これにより，同じ加熱率条件であっても損耗速
度が高くなっていることが考えられる．今後は風洞間の気
流条件の差異を踏まえつつ，より高加熱率条件（3MW/m2
以上）における損耗データを取得し，議論を深めたいと思
っている．

図 9 表面損耗速度の比較
４．結論
本研究でははやぶさサンプルリターンカプセルに搭載さ
れた高い耐熱性能を持つアブレータの軽量化，または小型
回収カプセルに搭載された軽量アブレータの高耐熱化を目
指し，密度傾斜を有する傾斜機能型アブレータの試作を行
うとともに，加熱試験を行うことによってその耐熱性を確
認した．今後は成形パラメータが密度傾斜に与える影響を
調べるとともに，より高加熱率条件（3MW/m2 以上）にお
ける損耗データを取得し，議論を深めたい．

図8

アブレータよどみ点近傍表面温度の比較

比重約 0.4 の軽量アブレータに比べ，本研究で試作した
アブレータの損耗速度は 2MW/m2 において約 1/3 から 1/2
まで低減している．これは表面付近を高密度化したことに
加え，全体としての比重が高いことに原因がある．平均密
度が同程度である比重 0.8 の中密度アブレータとの比較で
は，4MW/m2 以上の加熱率条件では損耗速度の傾きが若干
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数理・データ科学の融合による流体制御
中澤 嵩
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Flow control by the fusion between mathematical and data sciences
by
Takashi NAKAZAWA
ABSTRACT

This paper presents optimal design using Adaptive Mesh Refinement (AMR) with shape optimization method. The method suppresses time
periodic flows driven only by the non-stationary boundary condition at a sufficiently low Reynolds number using Snapshot Proper Orthogonal
Decomposition (Snapshot POD). For shape optimization, the eigenvalue in Snapshot POD is defined as a cost function. The main problems
are Reynolds Average Navier-Stokes problems and eigenvalue problems of Snapshot POD. An objective functional is described using
Lagrange multipliers and finite element method. Two-dimensional cavity flow with a disk-shaped isolated body is adopted. The nonstationary boundary condition is defined on the top boundary and non-slip boundary condition for side and bottom boundaries and for the
disk boundary. For numerical demonstration, the disk boundary is used as the design boundary. Using H1 gradient method for domain
deformation, all triangles over a mesh are deformed as the cost function decreases, where the sensitivities in the boundary integration type
and the volume integration type are adopted to comparison both. To avoid decreasing the numerical accuracy based on squeezing triangles,
AMR is applied throughout the shape optimization process to maintain equal numerical accuracy to that of a mesh in the initial domain.
1．Introduction
現代の工学・産業界において，最適設計というかたちで
発展を遂げてきた形状最適化問題は，約 100 年前から数理
科学の一分野として研究がされてきた．特に，数値流体力
学における形状最適化問題は乱流制御という一分野を築い
ており，航空宇宙工学分野において重要な役割を担ってい
る．一般的に，このような乱流制御を行う際，時間平均場
を用いて目的関数を定義することが多いが，本研究では，
データ科学的手法により乱流場を時間平均場と時間変動場
に分解し，乱流場の特徴的な時空間構造を持つ時間変動場
を用いて目的関数を定義する．それにより，時間平均場を
用いて目的関数を定義する従来の手法と比べて，直接的に
乱流の時空間構造を制御することが可能となる．
このような最適設計による流体制御の先駆的な研究は，
フランス人応用数学者である Pironneau1-2)が Stokes 方程式や
Navier-Stokes 方程式が定義された空間において，散逸エネ
ルギー最小化問題に対する感度解析を行うところまで遡る．
その後，Haslinger and Makinen3)，Moubachir and Zolesio4)，
Sokolowski and Zolesio5)が形状最適化問題に関する数学・数
値解析を行っており，特に航空工学からの要請を受けるか
たちで，Mohamadi and Pironneau6) が乱流モデルや圧縮性
Euler 方程式，Adaptive Mesh 法等 だけでなく，遺伝的アル
ゴリズムや自己組織化マップ(SOM)等を取り込んだ形状最
適化問題を定式化し，数値的に検証している．上記に記述
したように，形状最適化問題による流体制御に関する研究
結果は，既に膨大なまでに存在するが，乱流制御を可能に
する形状最適化手法は未だ発展の余地が十分に残されてい
る．
これまで，数値流体力学における形状最適化問題では，
時間平均場を用いて目的関数が定義されることが多かった．
一方で，Nakazawa7)は，乱流場の特徴的な時空間構造を持
つ時間変動場を効率的に制御するために主成分分析と同様
の デ ー タ 解 析 手 法 で あ る Snapshot Proper Orthogonal
Decomposition (Snapshot POD)を考慮した形状最適化問題を
定式化した．この Snapshot POD によって，非定常流を時間
平均場と時間変動場（平均と分散）にモード分解すること
が可能となり，それぞれの速度場を区別して目的関数を定

義することが可能となった．更に，Nakazawa and Nakajima8)
では，時間変動場の速度場だけを用いた目的関数を定義し，
従来の時間平均を用いた場合と比較して，より直接的に時
間変動場を制御することに成功した．
ところで，形状最適化問題を解く場合，感度を境界積分
として評価することが一般的である．しかし，Nakazawa
and Nakajima8)では，ディリクレ条件で定義された境界を設
計境界としており，移流項を感度に反映することが出来な
い．また，Time Average Navier-Stokes 方程式 (TANS) を主問
題と定義していたため，時間変動成分を考慮していなかっ
た．結果的に，時間平均場と時間変動場の移流項を感度と
して考慮していなかった．
このような状況を鑑みて，本研究では，Reynolds Average
Navier-Stokes 方程式 (RANS)を主問題と定義し，領域積分型
で感度を評価する．その際，初期形状には内部に円盤形の
孤立物体を有する 2 次元 Cavity 流れを採用し，数値的に当
該形状最適化問題の妥当性を検証する．
2．Domain Variation
ユークリッド空間における，2 次元領域 Ω� ⊂ ℝ� を非有
界な凸領域とする．そして，Ω� ⊂ Ω を初期形状とし，位置
ベクトルを𝒙𝒙 𝒙𝒙� と記述する．その際，
Ω � Ω���� ∖ Ω� ,
Ω���� � �𝒙𝒙 � �𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�� � � 𝑥𝑥 � �, � � 𝑥𝑥 � � �,
Ω� � �𝒙𝒙 � �𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�� �𝑥𝑥 � �.��� � �𝑥𝑥 � �.��� � �.�� �,

∂Ω � Γ��� ∪ Γ����
Γ��� � ��𝑥𝑥𝑥 𝑥𝑥�� � � 𝑥𝑥 � �, 𝑥𝑥 � � �, Γ���� � ∂Ω ∖ Γ��� .

本研究では，∂Ω� を設計境界とする．次に，ℝ� 値の関数で
ある Lipschitz transformation𝝓𝝓𝝓 𝝓 𝝓 𝝓𝝓�Ω�による領域変形を考
える．この写像は，微小パラメーター ϵを用いて，𝝓𝝓 �
𝝓𝝓� � �𝝋𝝋のように記述できると仮定する．ここで，𝝓𝝓� は恒
等写像であり𝝓𝝓� �Ω� � Ωとなる．また，𝝋𝝋は領域摂動であ
る．𝝋𝝋の関数空間については Kimura9)の Proposition 1.41 と
eq. (1.18)を参照されたい．
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これから，汎関数の形状微分公式を導く．まず，𝜁𝜁をΩに
おける物理量（主変数と随伴変数）を表す実数値関数とし，
𝐺𝐺�𝒙𝒙𝒙 𝒙𝒙�を密度関数として以下のような汎関数を定義する．
𝐿𝐿�𝝓𝝓� , 𝜁𝜁� � � 𝐺𝐺�𝒙𝒙𝒙 𝒙𝒙� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�

次に，𝐿𝐿�𝝓𝝓� , 𝜁𝜁�に対して物質微分をとると汎関数の領域積
分型と境界積分型の形状微分公式が得られる．
𝐿𝐿��𝝋𝝋𝝋𝝋𝝋�

� � 𝐺𝐺 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � � �𝝋𝝋 ⋅ ∇𝐺𝐺 � 𝐺𝐺�∇ ⋅ 𝝋𝝋�� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�

�

� � 𝐺𝐺 𝑑𝑑𝑑𝑑 � � 𝐺𝐺𝝋𝝋 ⋅ 𝝂𝝂 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�

���

ここで，� � �は物質微分，� �′は形状微分（Frechet 微分），
であり，𝝂𝝂は境界上の外向き単位法線ベクトルである．次
に，随伴変数を用いると，
� 𝐺𝐺 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � �
�

�𝒖𝒖� ,𝑝𝑝� , 𝒗𝒗� ,𝑞𝑞 � �とする．最後に，形状最適化問題における制
約関数𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓𝝓𝝓� �を以下のように定義する．
��

𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓𝝓𝝓� � � � �
����

𝝓𝝓���

𝐺𝐺�� �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 ,

3.2．Snapshot Proper Orthogonal Decomposition
非定常 Navier-Stokes 方程式を時間積分した後，相関係数
�, 𝒖𝒖
�� ∈ ℝ��� を構成する．
行列𝑅𝑅�𝒖𝒖
�, 𝒖𝒖
�� � � 𝒖𝒖
� � 𝒖𝒖
�𝑑𝑑𝑑𝑑 ,
𝑅𝑅�𝒖𝒖
�

� � �𝒖𝒖�� , ⋯ , 𝒖𝒖� , ⋯ , 𝒖𝒖�� �
𝒖𝒖

そして，Snapshot Proper Orthogonal Decomposition (Snapshot
POD) の固有値問題は解のように定義される．
�, 𝒖𝒖
��𝒖𝒖
� � 𝜔𝜔𝒖𝒖
�,
𝑅𝑅�𝒖𝒖
𝜔𝜔 � �𝜔𝜔� , ⋯ , 𝜔𝜔� , ⋯ , 𝜔𝜔� �𝒙
� � �𝒖𝒖
�� , ⋯ , 𝒖𝒖
� � , ⋯ , 𝒖𝒖
�� �
𝒖𝒖

とすることが可能であり，このことは主問題と随伴問題を
解くことと同意である．そして，主変数と随伴変数の集合
である 𝜁𝜁 を 𝐿𝐿� に代入すると，最終的に以下のように領域積
分型と境界積分型の感度が得られる．

� ∈ ℝ��� が数値的に
ここで，固有値 𝜔𝜔 𝜔𝜔� ，固有関数 𝒖𝒖

� �𝝋𝝋 ⋅ ∇𝐺𝐺 � 𝐺𝐺�∇ ⋅ 𝝋𝝋�� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝒙 � 𝐺𝐺𝝋𝝋 ⋅ 𝝂𝝂 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

最後に，形状最適化問題における制約関数𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓𝝓𝝓� �を定義
する．

�

���

3．Main Problems
3.1．The Non-Stationary Navier-Stokes Problem
まず初めに，主問題 を設定 するた めに非 定常 NavierStokes 方程式を用意する．
1
D𝒖𝒖
� �𝛻𝛻𝒖𝒖 � Δ𝒖𝒖𝒙 𝛻𝛻 ⋅ 𝒖𝒖 � �𝒙
Re
D𝑡𝑡

そこで，�𝒖𝒖𝒖 𝒖𝒖�は速度ベクトルと圧力である．次に， �𝒗𝒗𝒗 𝒗𝒗�
を �𝒖𝒖𝒖 𝒖𝒖� に対するテスト関数（随伴変数）とすると下記の
弱形式が得られる．
D𝒖𝒖
1
� �
⋅ 𝒗𝒗 � �𝛻𝛻 𝛻𝛻𝛻�𝒗𝒗 � �𝛻𝛻 𝛻𝛻𝛻�𝒖𝒖 � 𝛻𝛻𝛻𝛻� : 𝛻𝛻𝛻𝛻� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � �𝑑
D𝑡𝑡
Re
�

そして，有限差分法により時間方向の離散化を行い，物資
微分項に特性曲線法 13)を用いることで，各時間ステップに
おける弱形式
� 𝐺𝐺�� �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� � 𝑑𝑑𝑑𝑑 � �𝒙
�

𝒖𝒖��� �𝒙𝒙� � 𝒖𝒖� �𝒙𝒙 � Δ𝑡𝑡𝒖𝒖� �𝒙𝒙�� ���
⋅ 𝒗𝒗
Δ𝑡𝑡
���
���
���
� �𝛻𝛻 𝛻𝛻𝛻 �𝑞𝑞
� �𝛻𝛻 𝛻𝛻𝛻 �𝑝𝑝���
��� ��
��� ��
� 𝛻𝛻�𝒖𝒖
: 𝛻𝛻�𝒗𝒗
,

𝐺𝐺�� �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� � �

が得られる．ここで，時間ステップ𝑛𝑛，時間間隔Δ𝑡𝑡，𝑁𝑁� , 𝑁𝑁�
を初期，最終時間ステップ， � � 𝑁𝑁� � 𝑁𝑁� � 1， 𝜁𝜁� �

�

�𝒖𝒖
� ∈ ℝ��� が得られる．
求められれば，POD 基底 𝜱𝜱 � 𝜔𝜔 �� 𝒖𝒖
𝜱𝜱 � �𝜱𝜱� , ⋯ , 𝜱𝜱� , ⋯ , 𝜱𝜱� �𝑑
��

𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓𝝓𝝓� � � � 𝐺𝐺� �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� �,
����

� � 𝑅𝑅�𝒖𝒖
�, 𝒖𝒖
��𝒖𝒖
���
𝐺𝐺� �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� � � 𝜶𝜶�𝛿𝛿��� �𝜔𝜔𝜔𝜔

� に対する随伴変数，𝛿𝛿��� は
ここで，𝜶𝜶 𝜶𝜶��� は𝒖𝒖
第 j 主成分から第 k 主成分の固有値を抽出するための重み関
�, 𝒖𝒖
�, 𝜶𝜶� で あ る ． ま た ， 𝑇𝑇� � Δ𝑡𝑡 𝑁𝑁� 及 び 𝑇𝑇� �
数 ， 𝜁𝜁� � �𝜔𝜔𝜔𝜔𝜔
Δ𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡� である．
3.1．The Reynolds Average Navier-Stokes Problem
ここでは，形状最適化問題における制約関数𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓𝝓𝝓� �を
再定義する．
𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓𝝓𝝓� � � �

𝝓𝝓���

𝐺𝐺�̅ �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� � 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

� ⋅ 𝛻𝛻�𝒖𝒖
�� ⋅ 𝒗𝒗
� � C: 𝛻𝛻𝒗𝒗
� � 𝛻𝛻𝒖𝒖
� � : 𝛻𝛻𝛻𝛻
��
𝐺𝐺�̅ �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� � � ��𝒖𝒖
��𝑝𝑝̅ � �𝛻𝛻 𝛻𝛻𝛻
��𝑞𝑞�𝑑
��𝛻𝛻 𝛻𝛻𝛻

�,𝑝𝑝̅ � は時間平均速度と圧力であり�𝒗𝒗
�,𝑞𝑞�� は対応す
ここで，�𝒖𝒖
る随伴変数である．
��

��

����

����

� � � 𝒖𝒖� ,𝑝𝑝̅ � � 𝒖𝒖�
𝒖𝒖
�は Reynolds Average Navier-Stokes 方程式 (RANS)
また，C: 𝛻𝛻𝛻𝛻
における時間変動項の弱形式であり，POD 基底𝜱𝜱と固有値
𝜔𝜔を用いてCは
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�

�

���

���

𝜋𝜋
�
�
� � ���𝝓𝝓� � � �� �� ��� � � � ℝ���
4

と記述することが出来る．また，� � �ℝ��� の場合は Time
Average Navier-Stokes 方程式 (TANS) を考慮していることに
なる．
4．Shape Optimization Problem and Adjoint Problems
当該研究における形状最適化問題の目的関数を下記のよ
うに定義する．
�

𝑓𝑓�𝝓𝝓𝝓 𝝓𝝓� � � 𝛿𝛿��� 𝜔𝜔�
���

Lagarange 未定乗数法に基づき，目的汎関数を
𝐿𝐿�𝝓𝝓𝝓 𝝓𝝓� ,𝜁𝜁� �
� 𝑓𝑓�𝝓𝝓𝝓 𝝓𝝓� � 𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓 𝝓𝝓� � � 𝐿𝐿� �𝝓𝝓𝝓 𝝓𝝓� �,

と記述する．
次に，目的汎関数に対して，𝜁𝜁� ,𝜁𝜁� の Frechet 微分をとり，

�� 𝐺𝐺 � �� � �から主問題と随伴問題が得られる．具体的に
�, 𝑞𝑞�� と𝜶𝜶𝜶に関して Frechet 微分をとると，主問題とし
は，�𝒗𝒗
て Reynolds Average Navier-Stokes 問題と Snapshot POD の固
�, 𝑝𝑝̅ � に関する Frechet 微分を
有値問題が得られる．一方，�𝒖𝒖
とると Reynolds Average Navier-Stokes 問題の随伴問題とし
て
1
�����������
���
�,
Δ𝒗𝒗
√𝜔𝜔𝚽𝚽𝚽𝚽
Re
� � ��
𝛻𝛻 𝛻𝛻𝛻

�∇𝒖𝒖
� � �𝒗𝒗 � �𝒖𝒖
� ⋅ 𝛻𝛻�𝒗𝒗
� � 𝛻𝛻𝑞𝑞� �

が得られる．最後に，主変数と随伴変数を領域積分型と境
界積分型の感度に代入する．
5．Numerical Scheme
本研究では，Freefem++11) を用いて数値計算を行う．
�, 𝑝𝑝̅ � の空間方向に対する離散化には，Taylor速度と圧力�𝒖𝒖
Hood (P2-P1) element pair を用いた．その際，レイノルズ数
を Re=100 とし，ノード数・要素数は 21945・43290 と固定
する．
非定常 Navier-Stokes 方程式を計算する際には，時間方向
に有限差分法を用いて離散化した．更に，特性曲線法 13)を
用いて物質微分項を評価し，UMFPACK solver10) を用いて，
𝑇𝑇� � �及び𝑇𝑇� � �として各時間ステップの解を求めた．
Snapshot POD の固有値問題については lapack solver を用
いた．随伴問題については，UMFPACK solver10) を用いて
解を求めた．
感度を評価した後，感度の滑らかさを回復させるために
H1 勾 配 法 を 用 い た ． そ の 後 ， Adaptive Mesh Refinement
(AMR)12) を用いてメッシュを再生成している．
6．Numerical Results
Nakazawa and Nakajima8)では，重み関数を𝛿𝛿��� として，
時間変動場の速度場だけを用いた目的関数を定義し，従来
の時間平均を用いた場合と比較して，より直接的に時間変
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動場を制御することに成功した．そこで，本研究では，
𝛿𝛿��� を固定して，感度を境界積分と領域積分で評価した場
合を比較する．更に，領域積分で評価する差には，TANS
と RANS での結果もまた比較する．
Table. 1 は，これら 3 ケースにおいて，最適形状における
�
∑�
��� 𝜔𝜔 を示している．この結果から領域積分型で感度を評
価し，RANS を制約関数として用いることで，より効率的
に時間変動成分を制御できることを確認した．最適形状と
�
形 状 更 新 に 対 す る ω� と ∑�
��� 𝜔𝜔 の 変 化 に つ い て は ，
Appendix A と Appendix B を参照されたい．
�
Table. 1 Comparisons of ∑�
��� 𝜔𝜔 in 3 cases.
Volume
Boundary
Volume
Integration
Integration
Integration
type
Type
Type
with TANS
with RANS
�
0.0205869
0.0203411
0.0203278
∑�
��� 𝜔𝜔

7．Conclusions
本 研 究 で は ， Reynolds Average Navier-Stokes 方 程 式
(RANS) を主問題と定義し，領域積分型で感度を評価する．
その際，初期形状には内部に円盤形の孤立物体を有する 2
次元 Cavity 流れを採用し，数値的に当該形状最適化問題の
妥当性を検証した．その結果，領域積分型で感度を評価し，
RANS を制約関数として用いることで，より効率的に時間
変動成分を制御できることを確認した．
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Appendix A
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Fig. 2 ω and ∑��� 𝜔𝜔 with reshaping steps.
�

(c) Volume Integration type with RANS
Fig. 1 Optimal shapes.
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DSMC 法による流体式推力方向制御装置の性能解析
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Performance Analyses of Fluidic Thrust Vector Control System
Using DSMC Method
by
Yuichi MARUYAMA, Masashi SAKATA and Yoichiro TAKAHASHI
ABSTRACT

Flows in the rocket engine nozzles are numerically analyzed to assess the performance of Thrust Vector Control (TVC) system of fluidic
type by the Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) method. Secondary jet is injected into the flow field through a small tube attached to
either side of two-dimensional dual throat nozzle wall. The main flow separation caused by the secondary jet is observed, and the direction
of the thrust vector deviates from the symmetry axis of the nozzle. However, the deviation also occurs randomly when the secondary jet is
stopped, which is not intended in the TVC system. In order to avoid it and perform the infallible deviation when intended, some research
for the appropriate nozzle shape and the position of the secondary jet injection is done.
１．はじめに
航空機や各種の飛翔体の多くは空力操舵により運動の制
御を行うが，動圧が低い状況下では操舵が有効に働かない
場合がある．例えば，宇宙空間や高高度において運用され
る宇宙ロケット，宇宙船のように，機体の周りが真空また
は低密度の場合，或いは地上発射ミサイルの発射直後のよ
うに機体速度が非常に遅い場合に，空気力を用いた運動制
御が著しく困難となる．
このような条件下で機体を制御する手段として，推力方
向制御装置（Thrust Vector Control, TVC）が用いられる．
TVC とは，ロケット或いはジェットエンジンの噴流の向き
を何らかの方法で変えることで，推力の向きを制御する技
術である．これにより，空力操舵が有効でない状況でも，
機体の姿勢や進行方向の制御が可能となる．また，近年で
は軍用機における高機動性確保のための手段として，空力
操舵と TVC との併用も想定されている．
TVC の方式は，機械式と流体式の二つに大別できる．機
械式とは噴流の流路を機械的に変形させる方式であり，エ
ンジンノズル内に傾斜板を設ける方式や，ノズル形状を変
更させる方式，エンジン自体の向きを変える方式などがあ
る．一方，流体式とは流れ自体の作用を用いるものであり，
代表例として，ノズル内に二次噴流を注入し主流の流れに
変化を起こさせ，全体としての噴流の向きを偏向させる方
式がある．
本 研 究 で は ， デ ュ ア ル ス ロ ー ト ノ ズ ル （ Dual Throat
Nozzle, DTN）に二次噴流を注入する流体式推力方向制御装
置について，ノズル内の流れ場を数値解析し，流れ場の特
性や TVC 装置としての性能を調査した．DTN は，TVC に
適したエンジンノズルとして提案されたものであり，第一
スロート付近から二次噴流を注入することにより，第二ス
ロート，即ちノズル出口から噴出する流れの向きを偏向さ
せて，有効な推力偏向が得られることが，実験や数値解析
により確認されている 1, 2)．同ノズルは，ロケットエンジ
ンなどで通常用いられるラバールノズル（Laval Nozzle,
LN）と比較して，より低いノズル圧力比（噴流の総圧と大
気圧との比）で稼働できるという特長も併せ持つが，一方，
推力の点では LN よりも劣っている．
本研究においても，DTN に二次噴流を注入することによ
る推力偏向が確認できたが，一方，解析の過程で，二次噴流
停止時にも偶発的要因により意図しない推力偏向が発生する
可能性が新たに判明した．従って，それを防止するとともに，

二次噴流注入時には確実に推力が偏向するようなノズル形状
と注入位置を探るための数値解析を系統的に行った．
２．解法
解析手法としては，モンテカルロ直接シミュレーション
法（Direct Simulation Monte Carlo method, DSMC 法）を用い
る．この手法は，流体の流れを模擬分子の集団の動きとし
て捉え，コンピュータによる数値解析を行うものであり，
本研究においてはエンジンノズル内の流れを解析し，噴出
した模擬分子（以下では簡略化して「分子」と表記）の持
つ運動量の総計から推力の各成分を算出する．
DSMC 法は，希薄流の解析手法として開発されたもので
あるが，近年の計算機性能の飛躍的向上により，扱える分
子数が拡大し，クヌッセン数 Kn が１より十分小さい連続流
のシミュレーションも可能となっている．従って，差分法
などの連続流解法と比較した場合，クヌッセン数に関して
は，より広い領域に適用可能な手法と言える．また，イオ
ンエンジンのように荷電粒子から成る流体が電磁場中を移
動するケースへの適用も比較的容易と考えられる．ただし，
シミュレーションで扱う分子数は現実の流体のアボガドロ
数よりも桁違いに小さく，統計的揺らぎが拡大された形で
現れるので，計算で得られたデータの扱いには注意を要し，
何らかの平均操作が常に必要となる．
ロケット或いはジェットエンジンは運用範囲が多岐に渡
るため，そのノズル内流れの種類も，航空機における連続
流から，宇宙船の軌道修正用微小推力エンジンにおける希
薄流まで様々である．本報告では連続流（Kn=0.0025）のケ
ースを取り扱っているが，この分野での応用範囲をさらに
拡大する可能性を考慮して，DSMC 法を用いた．
計算においては，流れ場を多数のセルに分割し，分子の
移動と分子間の衝突計算を微小時間⊿ｔごとに行う．ここ
で，衝突は同一セル内の分子同士に限定する．分子モデル
は剛体球，衝突は二体衝突のみで，摩擦の無い完全弾性衝
突とする．
各セルにおいて，時間ステップ⊿t の間に起こる衝突回
数の決定には，タイムカウンター法 3)を用いる．この方法
は，各セルに固有のタイムカウンター(時計)を設定した上
で，それぞれのセル内で衝突を実行させる度に，その衝突
が単位時間内にそのセル内で起こりうる回数（衝突頻度）
を求め，その逆数⊿tc の分だけそのセルの「時計」を進め
るというものである．時刻 t = t0 から t0 +⊿t の間でのそれ
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ぞれのセル内の衝突計算をする際には，そのセルの「時
計」が t0 +⊿t を過ぎた時点でそのタイムステップでの衝突
計算を終了させ，次のセルでの計算に移る．
本研究においては，ロケットエンジンのノズルを想定し
て，二次元ノズル形状の境界面を設定し，ノズル入口から
主流（燃焼器から流入する燃焼ガスの流れ）を流入させる
とともに，片方の壁面に設けた注入位置より二次噴流を注
入させて，推力偏向の大きさや，ノズル内の流れ場の様子
を調べた．ノズル形状と同様に，ノズル入り口からの主流
や二次噴流も巨視的には二次元流となるように流入条件を
設定したが，分子運動自体は三次元空間の中での運動とし
た．主流の流入条件は一様流とし，流入マッハ数の入力値
を用いて流速を設定した．ノズル出口の外側は真空とし，
従って出口から分子は流入しないものとした．二次噴流に
ついては注入位置の x 座標 xs，注入角度φs，注入流速 Vs，
温度 Ts，流量比 rs をそれぞれ設定した上で注入させた．こ
こで流量比 rs は主流と二次噴流の質量流量の合計に対する
二次噴流の質量流量の比である．壁面での分子の反射条件
は，鏡面反射とした．また初期条件としては，全ての領域
に分子が存在しない状態(真空状態)から計算をスタートさ
せた．無次元化の基準値は，流入流，即ち主流のノズル入
口からの流入時における値を用いて定めた．即ち，長さは
ノズル入口幅 L1,温度は流入流における絶対温度 T1，速度
は流入流における熱速度の大きさの代表値(2RT1)1/2 を基準
値とした．ここで，R は計算に用いた模擬分子の気体定数
に相当する物理量である．また時間は L1/(2RT1)1/2，流体密
度は流入流における流体密度ρ1 を基準値とした．
なお，解析に用いたプログラムの作成過程で次のような
テスト計算を行い，物理的に妥当な結果が得られることを
確認した．
1) 任意の初期速度分布から計算を行い，十分時間が経過
した後に，理論的に予想されたボルツマン分布に漸近
することの確認
2) ラバールノズルに主流のみを流入させ，ノズル出入口
とスロート部での各物理量の値が，等エントロピー流
理論で予想された値に漸近することの確認
３．結果および考察
3.1 基本形状（ノズル A）における推力偏向の確認
図 1 に示す二次元デュアルスロートノズル（DTN）を基
本形状として用い，「ノズル A」とした．同ノズルにおい
ては，TVC として提案されている一般的な DTN 形状 1, 2)
と同様に，第一スロートと第二スロートの断面積を一致さ
せている．数値解析における入力値・設定条件は以下に示
した値とした．

主流の流入マッハ数 M1：
0.256
0.0025
クヌッセン数 Kn：
時間ステップ間隔 ⊿t：
0.00125
ノズル入口分子数（1セル当り）n1： 40

図1

ノズル基本形状（ノズル A）

二次噴流の注入角度φs：
二次噴流の注入流速 Vs：
二次噴流の温度 Ts：

流量比（二次／全流量）rs：
第一／第二スロート幅 Lt1, Lt2：
ノズル全長 xn：
二次噴流注入位置座標 xs：

150°
0.795
0.76

0.05
0.435
1.93
0.394

ここで，主流の流入マッハ数 M1 は，第一スロート部での
流速が音速に等しいという条件下で，ノズルの絞り比から
等エントロピー流の理論により算出した値を用いた．また，
クヌッセン数は主流のノズル入口からの流入時における平
均自由行程λ1 を用いて，Kn=λ1／L1 により定義した．二次
噴流の注入位置 xs は，既に提案されている DTN を用いた
TVC1, 2) と同様に，第一スロート付近に設定した．また，
二次噴流の注入角度φs は x 軸（図 1 中の右方向）となす
角度であり，予備計算において最も大きな推力偏向が得ら
れた値に設定した．また，Vs, Ts は主流から分岐した流れ
が等エントロピー流のまま第一スロート部の圧力理論値に
達した時の値とした．時間ステップ間隔⊿t は，流入流に
おける分子の平均自由時間（mean free time）を前述の方法
で無次元化した値よりも少し小さい値に設定した．
以上の設定条件下でシミュレーションを行った結果，図
2 に示すような推力偏向角度の時間変化が得られた．ここ
で，推力ベクトル F は
F =－⊿M／⊿t
(1)
により算出した．ただし，⊿M は時間⊿t の間にノズル出
口から飛び出した分子の持つ運動量の合計である．推力偏
向角度δは，推力の x 成分 Fx と y 成分 Fy から
δ= tan－1(Fy／Fx)×180／π
(2)
により算出される（y 軸は図 1 中の上方向）．ただし，シ
ミュレーションにおいてはノズル内に存在する分子数が
106 の程度であり，現実の流れのアボガドロ数よりもはる
かに小さな値のため，統計的揺らぎが拡大されている．従
って，その揺らぎを縮小させるため，図 2 における偏向角
度δの値は，移動平均値（当該時刻の直前 255 区間の時間
ステップでの値の平均値）を表示した．これは，(1)式に
より推力 F を算出する際に，⊿t を時間ステップ間隔の
255 倍に拡大し，⊿M を積算する期間も同様に拡大したこ
ととほぼ同等の統計処理に相当している．なお，次節以降
のケースでも，δの時間変化は同様の処理をした値を表示
している．また図中には，シミュレーションに用いる乱数
列の値を 10 通りに設定した上で，それぞれ計算を実行し
た結果を重ねて表示している．ただし，乱数列以外の条件
は固定させている．シミュレーションにおいて，一連の乱
数は個々の流入分子の速度設定や，各セル内で二体衝突す

図 2 推力偏向角度の時間変化
（ノズル A, 二次噴流注入）
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(a)流線
(a)流線

(b)マッハ数分布
(b)マッハ数分布
図 3 ノズル内流れ場
図
3
ノズル内流れ場
（ノズル A, 二次噴流注入，t =37.5）
（ノズル A, 二次噴流注入，t =37.5）

る分子の選択，衝突後の散乱方向の決定に用いられる．
る分子の選択，衝突後の散乱方向の決定に用いられる．
図 2 から明らかなように，推力偏向角度δの値は時刻
図 あたりまでは複雑な変動を示すが，t
2 から明らかなように，推力偏向角度δの値は時刻
t=15
>15 ではほぼ一
t=15
あたりまでは複雑な変動を示すが，t
ではほぼ一
定値δ≒－19.0°となる（推力ベクトルが >15
x 軸の負方向か
定値δ≒－19.0°となる（推力ベクトルが
x
軸の負方向か
ら時計回りに偏向したので，δは負の値となった）．ノズ
ら時計回りに偏向したので，δは負の値となった）．ノズ
ル内全域で真空の初期状態から計算をスタートさせている
ル内全域で真空の初期状態から計算をスタートさせている
ので，t <15 での変動は過渡現象に相当し，その後ほぼ定
ので，t
<15 での変動は過渡現象に相当し，その後ほぼ定
常な状態が実現している．また，シミュレーションに用い
常な状態が実現している．また，シミュレーションに用い
た乱数列の値によらず，δの時間変化はほぼ同じ傾向を示
た乱数列の値によらず，δの時間変化はほぼ同じ傾向を示
している．そのうち１ケースの定常状態（t =37.5）でのノ
している．そのうち１ケースの定常状態（t
ズル内の流線とマッハ数分布をそれぞれ図 3 =37.5）でのノ
(a)と図 3(b)に
ズル内の流線とマッハ数分布をそれぞれ図
3 (a)と図 3(b)に
示す．両図において，左側がノズル入口，右側がノズル出
示す．両図において，左側がノズル入口，右側がノズル出
口で，二次噴流は下側のノズル壁の第一スロートのわずか
口で，二次噴流は下側のノズル壁の第一スロートのわずか
に左側（矢印の位置）から注入している．図 3(a)から明ら
に左側（矢印の位置）から注入している．図
3(a)から明ら
かなように，二次噴流のために主流が第一スロート付近で
かなように，二次噴流のために主流が第一スロート付近で
下側の壁から大きく剥離し，主流全体が上方に押しやられ
下側の壁から大きく剥離し，主流全体が上方に押しやられ
ているが，第二スロート手前の縮流部で上側の壁から下向
ているが，第二スロート手前の縮流部で上側の壁から下向
きに押し返されて，ノズル出口から右下方向に噴出し，そ
きに押し返されて，ノズル出口から右下方向に噴出し，そ
の結果推力が左上方向に偏向している様子が読み取れる．
の結果推力が左上方向に偏向している様子が読み取れる．
また，図 3(b)から明らかなように，ノズル内の大部分の領
また，図
3(b)から明らかなように，ノズル内の大部分の領
域で流れは亜音速あるいは遷音速となっている．
域で流れは亜音速あるいは遷音速となっている．
これらの結果は，他の研究機関における実験結果 1)や数
1)や数
これらの結果は，他の研究機関における実験結果
2)と同じ傾向を示している．
値解析結果
2)と同じ傾向を示している．
値解析結果
3.2 基本形状（ノズル A）で二次噴流なしのケース
3.2ノズル
基本形状（ノズル
A）で二次噴流なしのケース
A で二次噴流を注入しないケースの計算を行い，
ノズル
A
で二次噴流を注入しないケースの計算を行い，
推力偏向角度δの時間変化を算出した結果を図 4 に示す．
推力偏向角度δの時間変化を算出した結果を図
4 に示す．
図 2 と同様，シミュレーションに用いた乱数列の値を
10
図
2
と同様，シミュレーションに用いた乱数列の値を
10
通り設定した上で，それぞれ計算を実行した結果を重ねて
通り設定した上で，それぞれ計算を実行した結果を重ねて
表示している．図から明らかなように，時刻 t =13 付近ま
表示している．図から明らかなように，時刻
t =13>13
付近ま
ではいずれのケースでもδはほぼ 0°であるが，t
で乱
ではいずれのケースでもδはほぼ
0°であるが，t
>13
で乱
数列の値によりδが正又は負の値を取る場合があり，その
数列の値によりδが正又は負の値を取る場合があり，その
絶対値は最大で約 5°に達している．ノズル形状，流入条
絶対値は最大で約 5°に達している．ノズル形状，流入条
件とも上下対称に設定しているにも拘らず，推力ベクトル
件とも上下対称に設定しているにも拘らず，推力ベクトル
の方向が対称軸から偏向しており，しかも乱数列という偶
の方向が対称軸から偏向しており，しかも乱数列という偶
発的な要因により偏向の向きや大きさが様々に変化してい
発的な要因により偏向の向きや大きさが様々に変化してい
る．
る．

図 4 推力偏向角度の時間変化
図（ノズル
4 推力偏向角度の時間変化
A, 二次噴流なし）
（ノズル A, 二次噴流なし）

137

(a)流線
(a)流線

(b)マッハ数分布
(b)マッハ数分布
図 5 ノズル内流れ場
図
5
ノズル内流れ場
（ノズル A, 二次噴流なし，乱数列 4, t =37.5）
（ノズル A, 二次噴流なし，乱数列 4, t =37.5）
大きな偏向角の絶対値が得られた乱数列 4 のケースにつ
大きな偏向角の絶対値が得られた乱数列
4 のケースにつ
いて，十分時間が経過した後（t
=37.5）のノズル内流線を
いて，十分時間が経過した後（t
=37.5）のノズル内流線を
図 5(a)に示す．ノズル内に上下非対称な剥離領域が発生し
図
5(a)に示す．ノズル内に上下非対称な剥離領域が発生し
ていることが明確に読み取れる．また，同じケースにおけ
ていることが明確に読み取れる．また，同じケースにおけ
るノズル内マッハ数分布を図 5(b)に示す．ノズル内の全領
るノズル内マッハ数分布を図
5(b)に示す．ノズル内の全領
域で亜音速あるいは遷音速となっている点は，二次噴流を
域で亜音速あるいは遷音速となっている点は，二次噴流を
注入した場合（図 3(b)）と同様である．なお，逆方向に偏
注入した場合（図
3(b)）と同様である．なお，逆方向に偏
向したケース（乱数列
10）においては，図 5(a)とは逆に下
向したケース（乱数列
10）においては，図 5(a)とは逆に下
側の剥離領域の方が大きくなっていることが確認された．
側の剥離領域の方が大きくなっていることが確認された．
前述のように，シミュレーションの計算過程や計算結果に
前述のように，シミュレーションの計算過程や計算結果に
は統計的揺らぎが含まれていて，この揺らぎは現実の流れ場
は統計的揺らぎが含まれていて，この揺らぎは現実の流れ場
よりも拡大されている．一方で，現実の流れ場には本シミュ
よりも拡大されている．一方で，現実の流れ場には本シミュ
レーションでは考慮していない巨視的乱れも存在し，揺らぎ
レーションでは考慮していない巨視的乱れも存在し，揺らぎ
と同様の効果をもたらし得るので，上記の非対称性は現実の
と同様の効果をもたらし得るので，上記の非対称性は現実の
流れにおいても生じる可能性がある．本ケースと形状は異な
流れにおいても生じる可能性がある．本ケースと形状は異な
るが，対称な二次元形状の管の急拡大部を通過する非圧縮流
るが，対称な二次元形状の管の急拡大部を通過する非圧縮流
が非対称な剥離領域を生じる現象は実験的にも確認されてい
が非対称な剥離領域を生じる現象は実験的にも確認されてい
る 4, 5)．一般に拡大部では剥離が生じやすく，境界形状が流
4, 5)．一般に拡大部では剥離が生じやすく，境界形状が流
る
路の中心線に対して対称であっても，剥離領域も対称となる
路の中心線に対して対称であっても，剥離領域も対称となる
拘束条件が課せられている訳ではない．実際，レイノルズ数
拘束条件が課せられている訳ではない．実際，レイノルズ数
があまり小さくなければ，非対称な剥離領域を持つ解が存在
があまり小さくなければ，非対称な剥離領域を持つ解が存在
することが数値解析により示されている 4-6)．当然そのよう
4-6)．当然そのよう
することが数値解析により示されている
な解は，もし存在するなら，1 種類の境界条件に対し最低で
な解は，もし存在するなら，1
種類の境界条件に対し最低で
も 2 つはあるはずである．なぜなら，ある非対称な解に対し，
も
2
つはあるはずである．なぜなら，ある非対称な解に対し，
流路の対称面に関するその解の鏡像も別の解となるからであ
流路の対称面に関するその解の鏡像も別の解となるからであ
る．一般に解の数はレイノルズ数とともに増加する．さらに
る．一般に解の数はレイノルズ数とともに増加する．さらに
乱流のケースも想定すれば，膨大な数の解，即ち剥離パター
乱流のケースも想定すれば，膨大な数の解，即ち剥離パター
ンがあっても不自然ではない．個々の流れ場がどの解に向か
ンがあっても不自然ではない．個々の流れ場がどの解に向か
うかは，流れ場に存在する微細な乱れや揺らぎ或いは壁面の
うかは，流れ場に存在する微細な乱れや揺らぎ或いは壁面の
わずかな凹凸により左右されうる．
わずかな凹凸により左右されうる．
さらに，本研究で扱う流れ場のように圧縮性が無視できな
さらに，本研究で扱う流れ場のように圧縮性が無視できな
い高速流の場合，仮に広がり部で剥離しない流れが実現して
い高速流の場合，仮に広がり部で剥離しない流れが実現して
いても，流速が音速以下であれば流路の広がり部で流れが減
いても，流速が音速以下であれば流路の広がり部で流れが減
速して逆圧力勾配が生じ，流体は下流への移動とともに体積
速して逆圧力勾配が生じ，流体は下流への移動とともに体積
が縮小する．流路の広がりと流体体積の縮小が同時に起こる
が縮小する．流路の広がりと流体体積の縮小が同時に起こる
状況下では，剥離しない流れの継続は難しく，何かのきっか
状況下では，剥離しない流れの継続は難しく，何かのきっか
けで剥離流に移行するのは自然の成り行きと言えるだろう．
けで剥離流に移行するのは自然の成り行きと言えるだろう．
その際に，剥離領域が非対称な形状となる解が存在すれば，
その際に，剥離領域が非対称な形状となる解が存在すれば，
流れ場がそちらに移行することがあっても不自然ではない．
流れ場がそちらに移行することがあっても不自然ではない．
推力方向制御装置（TVC）においては，「推力が偏向す
推力方向制御装置（TVC）においては，「推力が偏向す
べき時に偏向する」と同時に「偏向すべきでない時には偏
べき時に偏向する」と同時に「偏向すべきでない時には偏
向しない」ことが必要不可欠である．仮に本研究で確認さ
向しない」ことが必要不可欠である．仮に本研究で確認さ
れたような「二次噴流停止時に偶発的要因により生ずる推
れたような「二次噴流停止時に偶発的要因により生ずる推
力偏向」が現実に起こり得るなら，デュアルスロートノズ
力偏向」が現実に起こり得るなら，デュアルスロートノズ
ルを用いた TVC が成立するかどうかに関わる重大な問題
ルを用いた TVC が成立するかどうかに関わる重大な問題
となる可能性がある．
となる可能性がある．
3.3 第二スロートを広げた形状（ノズル B）で二次噴流
3.3 なしのケース
第二スロートを広げた形状（ノズル B）で二次噴流
なしのケース
上述のように，基本形状（ノズル A）では第一スロート
上述のように，基本形状（ノズル A）では第一スロート
下流の広がり部で流速が音速以下のため剥離が生じやすく，
下流の広がり部で流速が音速以下のため剥離が生じやすく，
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その結果非対称な流れ場に移行するケースがしばしば現れ
その結果非対称な流れ場に移行するケースがしばしば現れ
その結果非対称な流れ場に移行するケースがしばしば現れ
ていると推測される．そこで，その位置での流れが超音速
ていると推測される．そこで，その位置での流れが超音速
ていると推測される．そこで，その位置での流れが超音速
となるようにすれば，剥離が起こりにくくなるので，流れ
となるようにすれば，剥離が起こりにくくなるので，流れ
となるようにすれば，剥離が起こりにくくなるので，流れ
場の非対称化も防げる可能性がある．なぜなら，超音速流
場の非対称化も防げる可能性がある．なぜなら，超音速流
場の非対称化も防げる可能性がある．なぜなら，超音速流
では広がり部で加速して順圧力勾配が生じ，流体は下流へ
では広がり部で加速して順圧力勾配が生じ，流体は下流へ
では広がり部で加速して順圧力勾配が生じ，流体は下流へ
の移動とともに膨張するので，たとえ流路が広がっても，
の移動とともに膨張するので，たとえ流路が広がっても，
の移動とともに膨張するので，たとえ流路が広がっても，
流路一杯に流体が膨らむ形で剥離のない流れが実現しやす
流路一杯に流体が膨らむ形で剥離のない流れが実現しやす
流路一杯に流体が膨らむ形で剥離のない流れが実現しやす
くなるからである．このような予測に基き，ノズル A の
くなるからである．このような予測に基き，ノズル A
A の
の
くなるからである．このような予測に基き，ノズル
第二スロート断面積を第一スロートの 1.66 倍（Lt2=0.72）
第二スロート断面積を第一スロートの 1.66
1.66 倍（L
倍（Lt2
=0.72）
t2=0.72）
第二スロート断面積を第一スロートの
に拡大した形状（ノズル B）を用いて，二次噴流なしのケ
に拡大した形状（ノズル
に拡大した形状（ノズル B）を用いて，二次噴流なしのケ
B）を用いて，二次噴流なしのケ
ースでのシミュレーション計算を実施した．得られた推力
ースでのシミュレーション計算を実施した．得られた推力
ースでのシミュレーション計算を実施した．得られた推力
偏向角δの時間変化を図 6 に示す．図 2，図 4 と同様にシ
偏向角δの時間変化を図
偏向角δの時間変化を図 6
6 に示す．図
に示す．図 2，図
2，図 4
4 と同様にシ
と同様にシ
ミュレーションに用いた乱数列を 10 通りに設定してそれ
ミュレーションに用いた乱数列を 10
10 通りに設定してそれ
通りに設定してそれ
ミュレーションに用いた乱数列を
ぞれの計算結果を図中に示した所，予想通りすべてのケー
ぞれの計算結果を図中に示した所，予想通りすべてのケー
ぞれの計算結果を図中に示した所，予想通りすべてのケー
スでδはほぼ 0°となった．ノズル A で二次噴流なしの場
スでδはほぼ 0°となった．ノズル
0°となった．ノズル A
A で二次噴流なしの場
で二次噴流なしの場
スでδはほぼ
合に複数のケースで偏向が現れ始めた時刻（t ≒13）の 3
合に複数のケースで偏向が現れ始めた時刻（t
合に複数のケースで偏向が現れ始めた時刻（t ≒13）の
≒13）の 3
3
倍近い時刻（t =37.5）まで計算を行ったが，偏向は事実上
倍近い時刻（t
=37.5）まで計算を行ったが，偏向は事実上
倍近い時刻（t =37.5）まで計算を行ったが，偏向は事実上
現れていない．時刻 t =37.5 でのノズル内の流線とマッハ
現れていない．時刻
現れていない．時刻 tt =37.5
=37.5 でのノズル内の流線とマッハ
でのノズル内の流線とマッハ
数分布の例を，それぞれ図 7(a)と図 7(b)に示す．図 7(a)か
数分布の例を，それぞれ図 7(a)と図
7(a)と図 7(b)に示す．図
7(b)に示す．図 7(a)か
7(a)か
数分布の例を，それぞれ図
ら明らかなように，流線はほぼ上下対称で，剥離領域は見
ら明らかなように，流線はほぼ上下対称で，剥離領域は見
ら明らかなように，流線はほぼ上下対称で，剥離領域は見
られない．また，マッハ数分布（図 7(b)）より，第一スロ
られない．また，マッハ数分布（図 7(b)）より，第一スロ
7(b)）より，第一スロ
られない．また，マッハ数分布（図
ート下流側の広い範囲で流れは超音速となっていて，ノズ
ート下流側の広い範囲で流れは超音速となっていて，ノズ
ート下流側の広い範囲で流れは超音速となっていて，ノズ
ルが最大断面積となる位置の少し上流側に衝撃波が発生し，
ルが最大断面積となる位置の少し上流側に衝撃波が発生し，
ルが最大断面積となる位置の少し上流側に衝撃波が発生し，
その下流側では亜音速となっている．
その下流側では亜音速となっている．
その下流側では亜音速となっている．
一次元流の理論からは，第一スロートの下流側全域で超
一次元流の理論からは，第一スロートの下流側全域で超
一次元流の理論からは，第一スロートの下流側全域で超
音速流となる可能性も考えられたが，計算を実施したすべ
音速流となる可能性も考えられたが，計算を実施したすべ
音速流となる可能性も考えられたが，計算を実施したすべ
てのケースで図 7(b)と同様に衝撃波が現れて，超音速領域
てのケースで図 7(b)と同様に衝撃波が現れて，超音速領域
7(b)と同様に衝撃波が現れて，超音速領域
てのケースで図
と亜音速領域が併存していた．この時，第一スロートと第
と亜音速領域が併存していた．この時，第一スロートと第
と亜音速領域が併存していた．この時，第一スロートと第
二スロートの双方で流れが音速に等しくなっていると考え
二スロートの双方で流れが音速に等しくなっていると考え
二スロートの双方で流れが音速に等しくなっていると考え
られる．連続した流管においては，流れが音速となる断面
られる．連続した流管においては，流れが音速となる断面
られる．連続した流管においては，流れが音速となる断面
積は，それぞれの位置での総圧に反比例する．即ち，両ス
積は，それぞれの位置での総圧に反比例する．即ち，両ス
積は，それぞれの位置での総圧に反比例する．即ち，両ス
ロートでマッハ数が 1 の場合，
ロートでマッハ数が 1
1 の場合，
の場合，
ロートでマッハ数が

図 6 推力偏向角度の時間変化
図 66 推力偏向角度の時間変化
推力偏向角度の時間変化
図
（ノズル B, 二次噴流なし）
（ノズル B,
B, 二次噴流なし）
二次噴流なし）
（ノズル

(a)流線
(a)流線
(a)流線

(b)マッハ数分布
(b)マッハ数分布
(b)マッハ数分布
図 7 ノズル内流れ場
図 77 ノズル内流れ場
ノズル内流れ場
図
（ノズル B, 二次噴流なし，t =37.5）
（ノズル B,
B, 二次噴流なし，t
二次噴流なし，t =37.5）
=37.5）
（ノズル
A1***／A2*** = p02／p01
A
／A
=
p
／p
1
2
02
01
A1 ／A2 = p02／p01

(3)
(3)
(3)

7)．ここで，A *, A *はそれぞれ第一，第二
が成立している
1*
2
7)
* A2 *
*はそれぞれ第一，第二
．ここで，A
が成立している
1
が成立している
p02／p01
(3)
A1*／A2*7)=．ここで，A
1 ,, A
2 はそれぞれ第一，第二
スロート断面積，p
01, p02 はそれぞれ第一，第二スロートで
7)
*
*
スロート断面積，p
p02
はそれぞれ第一，第二スロートで
01,, p
02 はそれぞれ第一，第二スロートで
．ここで，A
が成立している
スロート断面積，p
01
1 , A2 はそれぞれ第一，第二
の総圧である．一方，(3)式右辺の総圧比（総圧損失によ
の総圧である．一方，(3)式右辺の総圧比（総圧損失によ
の総圧である．一方，(3)式右辺の総圧比（総圧損失によ
スロート断面積，p01, p02 はそれぞれ第一，第二スロートで
り 1 以下となる）が１つの衝撃波により生じているとすれ
り
り1
1 以下となる）が１つの衝撃波により生じているとすれ
以下となる）が１つの衝撃波により生じているとすれ
の総圧である．一方，(3)式右辺の総圧比（総圧損失によ
ば，Rankine-Hugoniot の関係式などから
ば，Rankine-Hugoniot
の関係式などから
ば，Rankine-Hugoniot
の関係式などから
り
1 以下となる）が１つの衝撃波により生じているとすれ
1／(γ－1)
p02／p01 = {1+2γ(M1222－1)／(γ+1)}－
－
－1
／((γ－
γ－1)
1／
1)
p
／p
=
{1+2γ(M
－1)／(γ+1)}
02
01
1
p02／p01 = {1+2γ(M1 －1)／(γ+1)}
ば，Rankine-Hugoniot
の関係式などから
γ／(γ－1)
2
2
×〔(γ+1)M2 122／{(γ－1)M－1221+2}〕
(4)
／(γ－1)γ／
γ／((γ－
γ－1)
1)
×〔(γ+1)M
／{(γ－1)M
+2}〕
(4)
1 ／{(γ－1)M
1 +2}〕
p02／p01 =×〔(γ+1)M
{1+2γ(M
－1)／(γ+1)}
(4)
1
1
1
7)．ここで，M は衝撃波上流マッハ数，γは
が導出される 7)
1
7)
γ／
γ－
2
2
(
1)
が導出される
．ここで，M
は衝撃波上流マッハ数，γは
1 は衝撃波上流マッハ数，γは
が導出される
×〔(γ+1)M
．ここで，M
(4)
1 ／{(γ－1)M
1
1 +2}〕
比熱比で，本シミュレーションでは剛体球モデルを用いて
比熱比で，本シミュレーションでは剛体球モデルを用いて
比熱比で，本シミュレーションでは剛体球モデルを用いて
が導出される 7)．ここで，M1 は衝撃波上流マッハ数，γは
いるので，γ= 5／3 = 1.67 となる．一次元定常流理論でシ
いるので，γ=
いるので，γ= 5／3
5／3 =
= 1.67
1.67 となる．一次元定常流理論でシ
となる．一次元定常流理論でシ
比熱比で，本シミュレーションでは剛体球モデルを用いて
ミュレーション結果を解釈すれば，両スロートの面積比か
ミュレーション結果を解釈すれば，両スロートの面積比か
ミュレーション結果を解釈すれば，両スロートの面積比か
いるので，γ=
5／3 = 1.67 となる．一次元定常流理論でシ
ら(3)式により定まる総圧比に相当する総圧損失が生じる
ら(3)式により定まる総圧比に相当する総圧損失が生じる
ら(3)式により定まる総圧比に相当する総圧損失が生じる
ミュレーション結果を解釈すれば，両スロートの面積比か
ような衝撃波が発生することになる．その総圧比を(4)式
ような衝撃波が発生することになる．その総圧比を(4)式
ような衝撃波が発生することになる．その総圧比を(4)式
ら(3)式により定まる総圧比に相当する総圧損失が生じる
左辺に代入して得られる衝撃波上流マッハ数 M1 となるノ
左辺に代入して得られる衝撃波上流マッハ数 M
M11 となるノ
となるノ
左辺に代入して得られる衝撃波上流マッハ数
ような衝撃波が発生することになる．その総圧比を(4)式
ズル断面積 As の位置に衝撃波が立つ．ここで，第一スロ
の位置に衝撃波が立つ．ここで，第一スロ
ズル断面積
Ass の位置に衝撃波が立つ．ここで，第一スロ
左辺に代入して得られる衝撃波上流マッハ数
M1 となるノ
ズル断面積
A
ートから衝撃波まで等エントロピー流とすると，
ートから衝撃波まで等エントロピー流とすると，
ズル断面積
ートから衝撃波まで等エントロピー流とすると，
As の位置に衝撃波が立つ．ここで，第一スロ
－(γ+1)／2(γ－1)
2
A1***／As = M1〔{2+(γ－1)M
(5)
12}／(γ+1)〕－
(γ+1)／2(γ－1)
A
A11 ／A
ートから衝撃波まで等エントロピー流とすると，
／Ass =
=M
M11〔{2+(γ－1)M
〔{2+(γ－1)M112}／(γ+1)〕
}／(γ+1)〕－(γ+1)／2(γ－1) (5)
(5)
により
A
s が定まる．図 7(b)に現れた衝撃波の位置におけ
－(γ+1)／2(γ－1)
*
2
により
A
7(b)に現れた衝撃波の位置におけ
A
により
AssMが定まる．図
が定まる．図
7(b)に現れた衝撃波の位置におけ
(5)
1 ／As =
1〔{2+(γ－1)M
1 }／(γ+1)〕
*
*
るノズル幅は，ノズル B における A1**／A2**の値と(3)～(5)
るノズル幅は，ノズル
B 7(b)に現れた衝撃波の位置におけ
における A
A11 ／A
／A22 の値と(3)～(5)
の値と(3)～(5)
るノズル幅は，ノズル
により As が定まる．図B
における
式とを用いて算出した
As の理論値とほぼ一致しており，
式とを用いて算出した
Ass における
の理論値とほぼ一致しており，
式とを用いて算出した
るノズル幅は，ノズル B
A
A1*／A2*の値と(3)～(5)
の理論値とほぼ一致しており，
その誤差は約 2%であった．
その誤差は約 2%であった．
2%であった．
式とを用いて算出した
その誤差は約
As の理論値とほぼ一致しており，
以上のことから，ノズル
B のように第二スロート断面積
以上のことから，ノズル
その誤差は約
2%であった．B
以上のことから，ノズル
B のように第二スロート断面積
のように第二スロート断面積
を第一スロートよりも広げることにより，広がり部での剥
を第一スロートよりも広げることにより，広がり部での剥
以上のことから，ノズル B のように第二スロート断面積
を第一スロートよりも広げることにより，広がり部での剥
離を防ぐことができ，前節で指摘した「二次噴流停止時に
離を防ぐことができ，前節で指摘した「二次噴流停止時に
を第一スロートよりも広げることにより，広がり部での剥
離を防ぐことができ，前節で指摘した「二次噴流停止時に
偶発的要因により生ずる推力偏向」の可能性が排除できる
偶発的要因により生ずる推力偏向」の可能性が排除できる
離を防ぐことができ，前節で指摘した「二次噴流停止時に
偶発的要因により生ずる推力偏向」の可能性が排除できる
ことが判明した．即ち，TVC 成立のための一つの要件
ことが判明した．即ち，TVC 成立のための一つの要件
成立のための一つの要件
偶発的要因により生ずる推力偏向」の可能性が排除できる
ことが判明した．即ち，TVC
「偏向すべきでない時には偏向しない」を満たすための方
「偏向すべきでない時には偏向しない」を満たすための方
ことが判明した．即ち，TVC
成立のための一つの要件
「偏向すべきでない時には偏向しない」を満たすための方
法が提案できた．
法が提案できた．
「偏向すべきでない時には偏向しない」を満たすための方
法が提案できた．
なお，本節で示した計算ケース（ノズル B，二次噴流な
なお，本節で示した計算ケース（ノズル
法が提案できた．
なお，本節で示した計算ケース（ノズル B，二次噴流な
B，二次噴流な
し）での定常状態における推力の大きさの平均値は，3.2
し）での定常状態における推力の大きさの平均値は，3.2
なお，本節で示した計算ケース（ノズル B，二次噴流な
し）での定常状態における推力の大きさの平均値は，3.2
節のケース（ノズル A，二次噴流なし）での定常状態にお
節のケース（ノズル A，二次噴流なし）での定常状態にお
A，二次噴流なし）での定常状態にお
し）での定常状態における推力の大きさの平均値は，3.2
節のケース（ノズル
ける値の約 1.03 倍であった．ノズル B においてはノズル
ける値の約
1.03 倍であった．ノズル
倍であった．ノズル
B においてはノズル
においてはノズル
ける値の約
節のケース（ノズル
1.03
A，二次噴流なし）での定常状態にお
B
内に衝撃波が存在しているにもかかわらず，衝撃波の存在
内に衝撃波が存在しているにもかかわらず，衝撃波の存在
ける値の約
1.03 倍であった．ノズル B においてはノズル
内に衝撃波が存在しているにもかかわらず，衝撃波の存在
しないノズル A のケースとほぼ同じ推力が得られている．
しないノズル
内に衝撃波が存在しているにもかかわらず，衝撃波の存在
しないノズル A
A のケースとほぼ同じ推力が得られている．
のケースとほぼ同じ推力が得られている．
一般に，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小さ
一般に，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小さ
しないノズル
A のケースとほぼ同じ推力が得られている．
一般に，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小さ
ければ，衝撃波の存在による推力の損失は発生しない．そ
ければ，衝撃波の存在による推力の損失は発生しない．そ
一般に，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小さ
ければ，衝撃波の存在による推力の損失は発生しない．そ
の理由は，衝撃波の両側で総温度が同一である 7)
ことによ
7)ことによ
の理由は，衝撃波の両側で総温度が同一である 7)
ことによ
ければ，衝撃波の存在による推力の損失は発生しない．そ
の理由は，衝撃波の両側で総温度が同一である
る．従って，ノズル A とノズル B とを，ノズル入口の条件
7)
る．従って，ノズル A
A とノズル
とノズル B
B とを，ノズル入口の条件
とを，ノズル入口の条件
の理由は，衝撃波の両側で総温度が同一である
ことによ
る．従って，ノズル
（流入流の速度，密度，温度，入口幅）を同一にして比較
（流入流の速度，密度，温度，入口幅）を同一にして比較
る．従って，ノズル
A とノズル B とを，ノズル入口の条件
（流入流の速度，密度，温度，入口幅）を同一にして比較
した場合，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小
した場合，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小
（流入流の速度，密度，温度，入口幅）を同一にして比較
した場合，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小
さければ，マッハ数が同一の値 1.0 となる第二スロートに
さければ，マッハ数が同一の値
した場合，ノズル壁面等との摩擦や熱伝達の影響が十分小
さければ，マッハ数が同一の値 1.0
1.0 となる第二スロートに
となる第二スロートに
おける温度も両ノズルで同一の値となり，その結果，第二
おける温度も両ノズルで同一の値となり，その結果，第二
さければ，マッハ数が同一の値
1.0 となる第二スロートに
おける温度も両ノズルで同一の値となり，その結果，第二
スロートでの音速及び流速もそれぞれ両ノズルで同一の値
スロートでの音速及び流速もそれぞれ両ノズルで同一の値
おける温度も両ノズルで同一の値となり，その結果，第二
スロートでの音速及び流速もそれぞれ両ノズルで同一の値
となるので，単位時間当りに第二スロートを通過する運動
となるので，単位時間当りに第二スロートを通過する運動
スロートでの音速及び流速もそれぞれ両ノズルで同一の値
となるので，単位時間当りに第二スロートを通過する運動
量，即ち推力の大きさが両ノズルで同一の値となる．本節
量，即ち推力の大きさが両ノズルで同一の値となる．本節
となるので，単位時間当りに第二スロートを通過する運動
量，即ち推力の大きさが両ノズルで同一の値となる．本節
のケースと 3.2 節のケースでの推力の大きさのわずかな違
のケースと
量，即ち推力の大きさが両ノズルで同一の値となる．本節
のケースと 3.2
3.2 節のケースでの推力の大きさのわずかな違
節のケースでの推力の大きさのわずかな違
いは，衝撃波以外の要因（例えば，剥離領域の効果など）
いは，衝撃波以外の要因（例えば，剥離領域の効果など）
のケースと
3.2 節のケースでの推力の大きさのわずかな違
いは，衝撃波以外の要因（例えば，剥離領域の効果など）
によるものと推定される．
によるものと推定される．
いは，衝撃波以外の要因（例えば，剥離領域の効果など）
によるものと推定される．

によるものと推定される．
3.4 第二スロートを広げた形状（ノズル B）における
3.4
3.4 第二スロートを広げた形状（ノズル
第二スロートを広げた形状（ノズル B）における
B）における
推力偏向の確認
推力偏向の確認
3.4 推力偏向の確認
第二スロートを広げた形状（ノズル B）における
次に，ノズル B において TVC 成立のためのもう一つの
次に，ノズル
B において
において TVC
TVC 成立のためのもう一つの
成立のためのもう一つの
推力偏向の確認
次に，ノズル
B
要件「偏向すべき時に偏向する」ことを確認するため，二
要件「偏向すべき時に偏向する」ことを確認するため，二
次に，ノズル B において TVC 成立のためのもう一つの
要件「偏向すべき時に偏向する」ことを確認するため，二
次噴流を注入した場合のシミュレーション計算を行った．
次噴流を注入した場合のシミュレーション計算を行った．
要件「偏向すべき時に偏向する」ことを確認するため，二
次噴流を注入した場合のシミュレーション計算を行った．
ここで，二次噴流の条件（注入位置 xs, 注入角度φs, 流量
ここで，二次噴流の条件（注入位置
次噴流を注入した場合のシミュレーション計算を行った．
ここで，二次噴流の条件（注入位置 xxss,, 注入角度φ
注入角度φss,, 流量
流量
比 rs, 他）は，3.1 節のノズル A の場合と同じ設定とした．
比
r
,
他）は，3.1
節のノズル
A
の場合と同じ設定とした．
s
ここで，二次噴流の条件（注入位置
xs, 注入角度φs, 流量
比
rs, 他）は，3.1 節のノズル A の場合と同じ設定とした．
乱数列の値を 10 通りに設定して計算し得られた推力偏向
乱数列の値を
10
節のノズル A の場合と同じ設定とした．
乱数列の値を
比 rs, 他）は，3.1
10 通りに設定して計算し得られた推力偏向
通りに設定して計算し得られた推力偏向
角δの時間変化を図
8 に示す．図から明らかなように，ご
角δの時間変化を図
8 に示す．図から明らかなように，ご
に示す．図から明らかなように，ご
乱数列の値を
10 通りに設定して計算し得られた推力偏向
角δの時間変化を図
8
く初期の時刻（t <5）を除いてδの値はほぼ 0°となり，
く初期の時刻（t <5）を除いてδの値はほぼ
<5）を除いてδの値はほぼ
0°となり，
角δの時間変化を図
8 に示す．図から明らかなように，ご
く初期の時刻（t
0°となり，
推力偏向は事実上起っていない．時刻 t =37.5 でのノズル
推力偏向は事実上起っていない．時刻
=37.50°となり，
でのノズル
く初期の時刻（t
<5）を除いてδの値はほぼ
推力偏向は事実上起っていない．時刻
tt =37.5
でのノズル
内の流線とマッハ数分布をそれぞれ図 9(a)と図 9(b)に示す．
内の流線とマッハ数分布をそれぞれ図
9(b)に示す．
推力偏向は事実上起っていない．時刻
t =37.5 でのノズル
内の流線とマッハ数分布をそれぞれ図 9(a)と図
9(a)と図
9(b)に示す．
内の流線とマッハ数分布をそれぞれ図 9(a)と図 9(b)に示す．

This document is provided by JAXA.

第 50 回流体力学講演会／第 36 回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集

図 8 推力偏向角度の時間変化
（ノズル B, 二次噴流注入）

139

(a) 広がり部②（xs=1.17）への注入

(a)流線

(b)マッハ数分布
図 9 ノズル内流れ場
（ノズル B, 二次噴流注入，t =37.5）

図 9(a)から明らかなように，二次噴流注入位置で主流はわ
ずかに剥離しているが，広がり部の 3 分の 1 ほど進んだ所
で流線は下側の壁面に再付着しているように見え，それよ
り下流では剥離領域が確認できず，ほぼ上下対称な流れ場
となっている．また，マッハ数分布（図 9(b)）より，二次
噴流なしの場合（図 7(b)）と同様に，衝撃波を挟んで超音
速領域と亜音速領域とが併存している．ただし，衝撃波の
位置は図 7(b)よりも下流で，ノズル最大断面積位置付近で
下流方向に凸の曲面形状をなしている．今回のケースは，
前節の「二次噴流なし」の場合のような一次元流理論での
解釈は困難であるが，第一スロートと第二スロートの双方
で音速条件が成立し，それに整合する総圧損失を生じる位
置に衝撃波が立つというメカニズムは前節と同様と考えら
れる．
今回のケースでは，「超音速領域では流れが剥離しにく
い」という特性がマイナスに働いて，推力が偏向すべき時
に偏向しないという結果が出ていると言える．デュアルス
ロートノズル（DTN）を用いた TVC は，剥離現象を積極
的に利用するものであるが，二次噴流注入口の下流側に超
音速領域が広がっていれば，ノズルの広がり部において主
流を構成する流体が激しく膨張するため，二次噴流による
剥離領域があまり広がることはなく，流れの偏向も殆ど起
っていないと解釈できる．
そこで，二次噴流注入口の近辺および下流側が亜音速領
域となるように，第一スロートよりも下流側の 2 箇所
（xs=1.17 および 1.49）にそれぞれ注入口を設けたケース
の計算を行った．ここで，xs=1.17 は図 7(b)（二次噴流な
しの時のマッハ数分布）における衝撃波位置の少し上流側，
xs=1.49 は衝撃波位置の少し下流側に相当する．以下では，
前者の注入口位置を②，後者の注入口位置を③，図 8, 9 の
計算における注入口位置（3.1 節のノズル A の場合と同じ
位置）を①で示す．また，注入位置以外の二次噴流の設定
条件は，3.1 節のノズル A の場合と同じにした．図 10(a),
(b)に，それぞれ注入口を②，③の位置に設けたケースに
おける推力偏向角δの時間変化を示す．図より両ケースで

(b) 広がり部③（xs=1.49）への注入
図 10 推力偏向角度の時間変化
（ノズル B, 広がり部への注入）

(a) 広がり部②（xs=1.17）への注入

(b) 広がり部③（xs=1.49）への注入
図 11 ノズル内流れ場
（ノズル B, 広がり部への注入）
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乱数列の値によらず t > 15 でδはぼ一定となり，その定常
値は②の場合に約－12.3°，③の場合に約－7.3°であった．
図 11(a), (b)には，それぞれ②，③の位置に注入した場合の
定常状態（t =37.5）における流線とマッハ数分布を示す．
図から明らかなように，下半分の凹部付近に剥離領域が現
れ，その結果，主流がノズル出口から右下方向に噴出して
いる．剥離領域は，②の位置に注入した場合の方がやや大
きくなっている．また，②，③いずれのケースでも，衝撃
波は二次噴流を注入しない時（図 7(b)）よりも上流側に移
動し，その結果，両ケースとも亜音速領域に注入すること
になり，その近辺での剥離が起りやすくなっている．
ここで，衝撃波が上流方向に移動するメカニズムは，次
のように理解できる．これらのケースでは，二次噴流は第
一スロートを通過しないが，第二スロートを通過する流れ
には含まれる．主流の立場に立つと，第一スロート通過時
には全断面積を占有できるが，第二スロートではその断面
積の一部を二次噴流として注入された流れに譲ることにな
る．従って，(3)式における A1* と A2* をそれぞれのスロー
トで主流が利用できる断面積と読み替えると，前者は本当
の断面積に等しいが，後者は本当の断面積より小さくなる．
その結果，(3)式左辺の値が二次噴流なしの場合よりも増
加し，総圧比 p02／p01 の値も大きくなる．即ち，（両総圧
値を整合させる）衝撃波での総圧損失が小さくなるので，
より弱い衝撃波で済むようになり，衝撃波上流マッハ数
M1 がより小さな値となる位置，つまりノズル内のより上
流側に移動することになる．
以上の結果，ノズル B において二次噴流注入口を第一ス
ロートよりも下流側の衝撃波位置（注入なしの時の位置）
近辺に設けると，二次噴流注入時に推力が偏向し，TVC
成立のための１つ目の要件「偏向すべき時に偏向する」を
満たすことが判明した．ノズル B は，TVC の 2 つ目の要
件「偏向すべきでない時には偏向しない」を満たす形状と
して前節で提案したものであるので，上述の結果は「１つ
目の要件を犠牲にすることなく，2 つ目の要件を満足する
方法」が提案できたことを意味する．
なお，本報告ではページ数の制約により割愛したが，第
二スロート幅をノズル A とノズル B の中間の値（L2＝0.58，
第一スロート幅の 1.33 倍）に設定して，二次噴流注入口
を上と同様にノズル広がり部に設定した場合には，推力偏
向角が約－16.7°（ノズル A の 88%）まで拡大することが
確認できた．
3.5 ヒステリシスの可能性
次に，ノズル B で二次噴流注入口を前述の①，②，③の
位置に設けたそれぞれのケースにおいて，t <37.5 では二次
噴流を注入せず，t =37.5 で突然注入を開始し，その後は注
入し続けた場合の推力偏向角δの時間変化を算出した．こ
こで，注入位置以外の二次噴流の設定条件は，3.1 節のノ
ズル A の場合と同じにして，乱数列はそれぞれのケース
で１種類のみとした．注入口を①に設けた場合は，注入開
始前（t <37.5）はδの値はほぼ 0°であったが，開始後は
t =42 あたりからほぼ定常値δ≒－2°となった．ここで，
初期時刻から注入していた場合には，前述のように t >5 で
定常値δ≒0°を示していた（図 8 参照）ことは注目に値
する．ノズル形状・二次噴流注入位置ともに同じ条件であ
りながら，それまでの経歴により異なった流れ場が出現す
るヒステリシス現象が起っている可能性があり，さらなる
詳細検討を要する．次に，注入口を②あるいは③に設けた
場合は，t =37.5 の注入開始後すぐに偏向が起こり，t =45
までにδがほぼ定常な値となった．δの定常値は，②の場
合には約－11.8°，③の場合には約－7.9°である．これら
のケースでは，t = 0 から二次噴流を注入した場合（3.4 節

参照）と僅かにδの値が異なっているが，それだけではヒ
ステリシスが現れているとは言い切れない．
４．結論
二次元デュアルスロートノズルに二次噴流を注入する方
式の推力方向制御装置（TVC）について，ノズル内の流れ
場を DSMC 法により数値解析し，流れ場の特性や TVC と
しての性能を調査した．得られた結果は以下の通りである．
１） 第一スロートと第二スロートの断面積を一致させたノ
ズル形状（ノズルA）の第一スロート付近に二次噴流
を注入することにより，定常状態において推力が約
19°偏向することが確認された．
２） ノズルAに二次噴流を注入しない場合に，流れ場に存
在する揺らぎ等の偶発的要因により，意図しない推力
偏向が発生する可能性が判明した．偏向角の大きさは
最大で約5°に達し，偏向時にはノズル内に非対称な
剥離領域が現れている．
３） 第二スロート断面積を第一スロートの1.66倍に拡大し
たノズル形状（ノズルB）を用いると，二次噴流停止
時の意図しない推力偏向が防げることが判明した．こ
の時，ノズル内の広がり部に衝撃波が発生し，第一ス
ロート下流側の流れは超音速となっていて，剥離領域
は見られない．
４） ノズルBにおいて，推力偏向の目的で第一スロート付
近に二次噴流を注入した場合，ほとんど偏向しないこ
とが判明した．この時，二次噴流による剥離領域は小
さく，ノズル下流部では流線はノズル中心線に対して，
ほぼ対称となっている．
５） ノズルBにおいて，二次噴流注入口を第一スロートよ
りも下流の広がり部に設定すると，10°前後の推力偏
向が生じた．この時，二次噴流注入なしの場合よりも
衝撃波が上流に移動し，注入口付近では流れが亜音速
となっていて，その下流側に剥離領域が広がっている．
６） ノズルBを用いた計算結果の一部に，ヒステリシスと
見られる現象が現れた．
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͔͔Δίετ͕େ͖͘ɼߴස༌ૹʹద͍ͯ͠Δͱ͍ݴ
ૹγεςϜͰ͋Δ͍͖ΓϩέοτɼҰͷଧ্ͪ͛ʹ
͕͍ͨɽͦͷͨΊɼطଘͷ͍ࣺͯܕͷγεςϜʹมΘΓɼ
͔͔Δίετ͕େ͖͘ɼߴස༌ૹʹద͍ͯ͠Δͱ͍ݴ
ଧ্ͪ͛ίετݮͷ͔؍Β࠶༻Ӊ༌ૹ( ػReusable
͕͍ͨɽͦͷͨΊɼطଘͷ͍ࣺͯܕͷγεςϜʹมΘΓɼ
Launch Vehicle; RLV) ͷ։ൃॏཁͳ՝Ͱ͋Δɽ
(Reusable
ଧ্ͪ͛ίετݮͷ͔؍Β࠶༻Ӊ༌ૹػ
RLV ͷܗଶʹ༷ʑͳͷ͕͋Γɼ୯ஈࣜ RLV
(SingleLaunch
Vehicle;
RLV)
ͷ։ൃॏཁͳ՝Ͱ͋Δɽ
Stage-To-Orbit; SSTO)  2 ஈࣜ RLV (Two-Stage-To-Orbit;
RLV ɼ·ͨଟஈࣜ
ͷܗଶʹ༷ʑͳͷ͕͋Γɼ୯ஈࣜ
RLV (SingleTSTO)
RLV ͷ͕ڀݚɼӉ։ൃॳظͷࠒ͔
1)
Stage-To-Orbit;
 ɼࠓ͔Β
2 ஈࣜ RLV20(Two-Stage-To-Orbit;
ɽSSTO
΄ͲલʹɼΞϝϦ
ΒߦΘΕ͖ͯͨ SSTO)
TSTO)
ɼ·ͨଟஈࣜ
RLV ͷ͕ڀݚɼӉ։ൃॳظͷࠒ͔
(National Aeronautics
and Space Administration;
ΧߤۭӉہ
1)
ɽSSTO ɼࠓ͔Β 20 ΄ͲલʹɼΞϝϦ
ΒߦΘΕ͖ͯͨ
NASA)
ʹΑͬͯڀݚ։ൃ͕ߦΘΕ͍͕ͯͨɼͰࡏݱɼٕ
ΧߤۭӉ( ہNational Aeronautics and Space Administration;
TSTO ͷ RLV
ज़తࠔʹΑΓܭըࣗମ͕ౚ݁͞Ε͍ͯΔɽ
NASA)
ʹΑͬͯڀݚ։ൃ͕ߦΘΕ͍͕ͯͨɼͰࡏݱɼٕ
ͷදྫͱͯ͠ɼΞϝϦΧͷεϖʔεγϟτϧυΠπͷ
TSTO ͷ RLV
ज़తࠔʹΑΓܭըࣗମ͕ౚ݁͞Ε͍ͯΔɽ
θϯΨʔܭը͕͛ڍΒΕΔɽલऀɼӡ༻ίετ͕ॳͷ
ͷදྫͱͯ͠ɼΞϝϦΧͷεϖʔεγϟτϧυΠπͷ
༧ʹͯ͠େͱͳΓɼҾୀΛ༨ّͳ͘͞Εͨɽऀޙɼ
θϯΨʔܭը͕͛ڍΒΕΔɽલऀɼӡ༻ίετ͕ॳͷ
։ൃίετͷ͔؍Βܭը࠳ં͍ͯ͠Δɽ͔ۙ͠͠ɼΞ
༧ʹͯ͠େͱͳΓɼҾୀΛ༨ّͳ͘͞Εͨɽऀޙɼ
ϝϦΧͷຽؒ ͰۀاTSTO ํࣜͷ RLV ͷڀݚ։ൃ͕ʹൃ׆
։ൃίετͷ͔؍Βܭը࠳ં͍ͯ͠Δɽ͔ۙ͠͠ɼΞ
ߦΘΕ͓ͯΓɼࠃࡍӉεςʔγϣϯͷࢿ༌ૹɼ
ϝϦΧͷຽؒ ͰۀاTSTO ํࣜͷ RLV ͷڀݚ։ൃ͕ʹൃ׆
ۀར༻ʹޭ͍ͯ͠Δɽ
ߦΘΕ͓ͯΓɼࠃࡍӉεςʔγϣϯͷࢿ༌ૹɼ
ւ֎͔ΓͰͳ͘ɼຊͰ RLV ͷ։ൃաߦʹڈΘΕ
ۀར༻ʹޭ͍ͯ͠Δɽ
͓ͯΓɼ࣮Ͱػݧ OREX  HYFLEX ͳͲ͕ɼ·࣮ͨ༻
RLV ͷ։ൃաߦʹڈΘΕ
ւ֎͔ΓͰͳ͘ɼຊͰ
HOPE ܭը͕ଘࡏ͕ͨ͠ɼݱঢ়ੵۃతͳڀݚ
ػͷܭըͰ
͓ͯΓɼ࣮Ͱػݧ OREX  HYFLEX ͳͲ͕ɼ·࣮ͨ༻
ߦΘΕ͍ͯͳ͍ɽࡏݱɼຊͰڀݚ։ൃ͕ߦΘΕ͍ͯΔ
HOPE ܭը͕ଘࡏ͕ͨ͠ɼݱঢ়ੵۃతͳڀݚ
ػͷܭըͰ
RLV
ͷදྫͷҰͭͱͯ͠भۀେֶͷ
WIRES (WInged
ߦΘΕ͍ͯͳ͍ɽࡏݱɼຊͰڀݚ։ൃ͕ߦΘΕ͍ͯΔ
REusable Sounding rocket) ͕͛ڍΒΕΔɽभۀେֶͰ
RLV ͷදྫͷҰͭͱͯ͠भۀେֶͷ WIRES (WInged
REusable Sounding rocket) ͕͛ڍΒΕΔɽभۀେֶͰ

૬ࣅܗͷػମΛ͔͍߹Θͤʹ࿈݁ͤ͞Δ͜ͱͰ TSTO Λ
ٖ͠ɼղੳʹΑΔػମܗঢ়ͱඈߦܦ࿏ͷಉ࣌࠷దԽ
2)
૬ࣅܗͷػମΛ͔͍߹Θͤʹ࿈݁ͤ͞Δ͜ͱͰ
TSTO Λ
ɽ͜ͷػମ༗ཌྷࣜͷ RLV Ͱ͋Γɼಛͱ
Λߦ͍ͬͯΔ
ٖ͠ɼղੳʹΑΔػମܗঢ়ͱඈߦܦ࿏ͷಉ࣌࠷దԽ
ͯ͠ҎԼͷ͕͛ڍΒΕΔɽ
2)
ɽ͜ͷػମ༗ཌྷࣜͷ RLV Ͱ͋Γɼಛͱ
Λߦ͍ͬͯΔ
• ߴ͍μϯϨϯδੑ
ͯ͠ҎԼͷ͕͛ڍΒΕΔɽ
• ணํ๏͓Αͼணͷબࢶͷ֦େ
• ߴ͍μϯϨϯδੑ
ۭྗͷ͔؍ΒݟΔͱɼଧ্ͪ͛ͷࡍɼཌྷࣗମ͔Βൃੜ͠
• ணํ๏͓Αͼணͷબࢶͷ֦େ
ͨ༲ྗ͕োͱͳΔɽཌྷͷॏྔ͚ͩࡌͰ͖ΔϖΠϩʔ
ۭྗͷ͔؍ΒݟΔͱɼଧ্ͪ͛ͷࡍɼཌྷࣗମ͔Βൃੜ͠
υॏྔগͳ͘ͳΔͨΊɼશඋॏྔͷ͔؍Βཌྷͷେ͖
ͨ༲ྗ͕োͱͳΔɽཌྷͷॏྔ͚ͩࡌͰ͖ΔϖΠϩʔ
͞ඞཁ࠷͋Ͱ͖͢ʹݶΔɽۃԻҬΛඈߦ͢Δ͜
υॏྔগͳ͘ͳΔͨΊɼશඋॏྔͷ͔؍Βཌྷͷେ͖
ͱΛߟ͑ΔͱɼۭྗՃͷ͔؍Βཌྷখͤ͘͟͞ΔΛ
͞ඞཁ࠷͋Ͱ͖͢ʹݶΔɽۃԻҬΛඈߦ͢Δ͜
͑ͳ͍ɽཌྷ͕খ͍͞ɼମܗঢ়͕ۭྗಛੑʹ༩͑ΔӨڹ
ͱΛߟ͑ΔͱɼۭྗՃͷ͔؍Βཌྷখͤ͘͟͞ΔΛ
૬ରతʹେ͖͘ͳΔɽͦͷͨΊɼମܗঢ়Λ͢Δ͜
͑ͳ͍ɽཌྷ͕খ͍͞ɼମܗঢ়͕ۭྗಛੑʹ༩͑ΔӨڹ
ͱͰۭྗಛੑͷ্ΛਤΔͷ͕ಘࡦͰ͋Ζ͏ 3) ɽ
૬ରతʹେ͖͘ͳΔɽͦͷͨΊɼମܗঢ়Λ͢Δ͜
ͦ͜ͰຊͰڀݚɼRLV ͷػମܗঢ়ઃؔ͢ʹܭΔݟͷ
3)
ɽ ͷඈߦܦ
ͱͰۭྗಛੑͷ্ΛਤΔͷ͕ಘࡦͰ͋Ζ͏
֫ಘΛతͱ͠ɼभۀେֶͰߦΘΕͨ WIRES
ͦ͜ͰຊͰڀݚɼRLV ͷػମܗঢ়ઃؔ͢ʹܭΔݟͷ
TSTO ϒʔελஈʹ
࿏ղੳ݁Ռʹ͖ͮجɼ࠶༻ͷࠔͳ
֫ಘΛతͱ͠ɼभۀେֶͰߦΘΕͨ WIRES ͷඈߦܦ
ணͨ͠ཌྷҰମػମܗঢ়ͷɼۭྗɼۭྗՃɼߏॏྔͷ
TSTO ϒʔελஈʹ
࿏ղੳ݁Ռʹ͖ͮجɼ࠶༻ͷࠔͳ
3 ͭͷ͔؍Βͷଟత࠷దԽΛߦ͏ɽຊདྷͰ͋Ε࣮ػΛ
ணͨ͠ཌྷҰମػମܗঢ়ͷɼۭྗɼۭྗՃɼߏॏྔͷ
༻͍ͨࢼݧΛߦ͏͖Ͱ͋Δ͕ɼίετ࣌ؒత੍͔Βɼ
3ྲྀମྗֶ
ͭͷ͔؍Βͷଟత࠷దԽΛߦ͏ɽຊདྷͰ͋Ε࣮ػΛ
(Computational Fluid Dynamics; CFD) ʹΑΔ
༻͍ͨࢼݧΛߦ͏͖Ͱ͋Δ͕ɼίετ࣌ؒత੍͔Βɼ
ղੳΛߦ͏ɽ࠷దԽख๏ʹɼେҬతղ୳ࡧ͕Ͱ͖ΔਐԽ
ྲྀମྗֶ (Computational Fluid Dynamics; CFD) ʹΑΔ
ࢉܭΛ༻͍Δɽ࠷దԽͷ݁ՌಘΒΕͨղू߹͔Βɼతؔ
ղੳΛߦ͏ɽ࠷దԽख๏ʹɼେҬతղ୳ࡧ͕Ͱ͖ΔਐԽ
ͱઃܭมؒͷ૬ؔؔΛ໌Β͔ʹ͠ɼػମܗঢ়ઃʹܭ
ࢉܭΛ༻͍Δɽ࠷దԽͷ݁ՌಘΒΕͨղू߹͔Βɼతؔ
ඞཁͳใͷநग़Λߦ͏ɽ
ͱઃܭมؒͷ૬ؔؔΛ໌Β͔ʹ͠ɼػମܗঢ়ઃʹܭ
ຊจͷߏɼҎԼͷΑ͏ʹͳΔɽୈ 2 ষͰɼ
ඞཁͳใͷநग़Λߦ͏ɽ
ఆٛͱͯ͠ɼຊ͍ͨ༻Ͱڀݚඈߦܦ࿏ͷৄࡉɼ࠷దԽର
ຊจͷߏɼҎԼͷΑ͏ʹͳΔɽୈ 2 ষͰɼ
ͱͨ͠తؔɼػମܗঢ়ͷఆٛํ๏ͱͦΕʹؔΘΔઃܭ
ఆٛͱͯ͠ɼຊ͍ͨ༻Ͱڀݚඈߦܦ࿏ͷৄࡉɼ࠷దԽର
มɼ੍݅ʹ͍ͭͯड़Δɽୈ 3 ষͰɼ༻͍֤ͨछ
ͱͨ͠తؔɼػମܗঢ়ͷఆٛํ๏ͱͦΕʹؔΘΔઃܭ
ख๏ʹ͍ͭͯɼ࠷దԽख๏ɼྲྀମղੳख๏ɼ֤తؔ
3 ষͰɼ༻͍֤ͨछ
มɼ੍݅ʹ͍ͭͯड़Δɽୈ
ͷධՁํ๏ͷॱͰड़Δɽୈ 4 ষͰɼࠓճಘΒΕͨ࠷
ख๏ʹ͍ͭͯɼ࠷దԽख๏ɼྲྀମղੳख๏ɼ֤తؔ
ͷධՁํ๏ͷॱͰड़Δɽୈ 4 ষͰɼࠓճಘΒΕͨ࠷
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• 6th: TPS ࡐఴ໘ੵ࠷খԽ (M = 6.8)

Fig. 1.: WIRES TSTO flight path 2) . Diﬀerent colors express
each flight speed. Purple, blue, green, and red lines indicate
subsonic, transonic, supersonic and hypersonic region respectively. Black line shows part of the trajectory of orbiter. Blue,
green, and red points indicate the positions to optimize L/D in
each condition among transonic, supersonic and hypersonic location.
దԽ݁Ռʹ͍ͭͯٞΛߦ͏ɽ࠷ʹޙୈ 5 ষͰɼ݁Λड़
Δɽ

2.
2. 問題定義
ఆٛ
2.1. 飛行経路
ඈߦܦ࿏
2.1.
લड़ͷ௨ΓɼຊͰڀݚࢀߟʹ͢Δඈߦܦ࿏ͱͯ͠ WIRES
ܗঢ়Ͱ࠷దԽ͞Εͨͷ 2) Λ༻͍ΔɽFig. 1 ʹඈߦܦ࿏σʔ
λΛࣔ͢ɽ͜ͷඈߦܦ࿏ɼछࢠౡӉηϯλʔΑΓଧͪ
্͛ΒΕɼߴ 350 km ͷԁيಓʹɼ10 t ͷϖΠϩʔυೖ
Λఆ͍ͯ͠ΔɽຊͰڀݚɼ͜ͷඈߦܦ࿏ղੳ݁ՌΛ
ͱʹɼભԻɼԻɼۃԻͷ 3 Ͱػମܗঢ়ͷ࠷ద
ԽΛߦ͏ɽਤதͷભԻͱԻͷॴͰɼϒʔελ
ࣹͷϑϥΠόοΫΛߦ͍ͬͯΔɽۃԻͷՕॴͰɼ
ϒʔελͱΦʔϏλ͕͠ɼ࠷ߴϚοϋͱͳΔɽ
2.2. 目的関数
తؔ: :6 6
2.2.
ຊͰ 6 ͭͷత͕ؔఆٛ͞ΕΔɽۭྗʹؔͯ͠
3 ͭɼߏʹ͍ͭͯ 1 ͭɼۭྗՃʹ͍ͭͯ 2 ͭͰ͋Δɽ

2.2.1.
空力
2.2.1. ۭྗ
• 1st: ༲߅ൺ (L/D) ࠷େԽ (M = 0.65)
• 2nd: L/D ࠷େԽ (M = 2.3)
• 3rd: L/D ࠷େԽ (M = 6.8)

͜ΕΒͷͰͷ L/D Λվળ͢Δ͜ͱͰɼணॴɼண
ํ๏ͷબࢶ͕͕Δ͜ͱ͕ظ͞ΕΔɽ

2.2.2.
構造
2.2.2. ߏ
• 4th: ۭڏॏྔ࠷খԽ

ੵࡌՄͳϖΠϩʔυॏྔͷ૿Ճɼ·ͨਪਐࡎॏྔͷ
ݮΛૂ͏ɽ

2.2.3.
空力加熱
2.2.3. ۭྗՃ
• 5th: ػମද໘Թ࠷খԽ (M = 6.8)

ୈ 5 తؔɼػମද໘࠷ߴԹ࠷খԽ (M = 6.8) Ͱ
͋Δɽػମ͕ड͚ΔͷμϝʔδΛ͠ݮɼ࠶༻ੑΛߴ
ΊΔɽୈ 6 తؔɼ۩ମతʹ 300 ◦ C Ҏ্ͱͳΔػ
ମද໘ੵͷ࠷খԽ (M = 6.8) ͱఆٛ͞ΕΔɽࠓճػମओߏ
ࡐͱͯ͠༻͍ΔૉણҡڧԽϓϥενοΫ (Carbon Fiber
Reinforced Plastics; CFRP) ͷ༻Մͱ͞Ε͍ͯΔ্ݶԹ
͕ 300 ◦ C 4) Ͱ͋Γɼ͜ͷԹΛ͑ΔͱɼػମΛۭྗՃ
͔Β͢ޚΔ TPS ࡐΛ༻͠ͳ͚ΕͳΒͳ͍ɽTPS ࡐ
Λ༻͠ͳ͚ΕͳΒͳ͍Թͷػମද໘ੵΛ࠷খʹ͑
Δ͜ͱͰɼۭڏॏྔͷݮΛਤΔɽ
2.3. 設計変数
ઃܭม: :4040
2.3.
ຊͰڀݚʹํ࣠ػରͯ͠அ໘ܗঢ়ΛมԽͤ͞Δ͜ͱ
Ͱػମܗঢ়Λੜ͢Δɽஅ໘ܗঢ় 6 ͭఆٛ͢ΔɽFig. 3. ʹ
1 ͱ⃝
6 ޙड़͢Δ੍݅
அ໘ఆٛҐஔΛࣔ͢ɽஅ໘൪߸⃝
ʹΑͬͯݻఆ͢Δɽ࣮ࡍʹஅ໘ܗঢ়ΛมԽͤ͞Δͷɼஅ
2 ͱ ⃝
5 ͷ 4 ͭͰ͋Δɽ 1 ͭͷஅ໘ʹ͖ͭઃܭม
໘൪߸⃝
ɼ10 ͍༻ݸΔͷͰɼઃܭมͷ߹ܭ 40 ͳͱݸΔɽҎԼ
ʹػମܗঢ়ੜͷखॱΛࣔ͢ɽ

1. Fig. 2 ʹࣔ͢Α͏ʹɼ10 ݸͷઃܭม (Vyn ɼVzn (n =
1 ∼ 5) ) ʹΑͬͯ 7 ͭͷ࠲ඪ࠲ඪ (yn ɼzn (n = 1 ∼ 7)
) Λܾఆ͢Δɽઃܭมͱ੍࠲ޚඪͷؔΛɼࣜ (1a)
2 ɼࣜ
to ࣜ (2g) ʹࣔ͢ɽࣜ (1a) to ࣜ (1g) ɼஅ໘൪߸⃝
3 ͔Β⃝
5 ͷؔΛࣔ͢ɽ֤
(2a) to ࣜ (2g) ɼஅ໘൪߸⃝
ઃܭมͷऔΓ͏ΔͷൣғΛ Table 2 ʹࣔ͢ɽͳ͓͜
ΕΒͷɼWIRES ͷઌ಄͔Βఈ໘·Ͱͷ͞Λ 1 ͱ
ͨ͠ࡍͷੇ๏Λʹجແ࣍ݩԽͨ͠Ͱ͋Δɽ
2. ܗঢ়ͷදݱͷࣗ༝ΛߴΊΔͨΊɼ7 ͭͷ࠲ඪؒΛ 3
࣍ͷ Spline ۂઢΛ༻͍ͯ 4 ͭͷ࠲ඪͰิؒ͠ɼ֤அ
໘ͷ࠲ඪͷ߹ܭΛ 31 ͱ͢Δɽ
3. 31 ݸͷ࠲ඪΛ੍ ͯ͠ͱޚB-Spline ۂઢͰิؒΛߦ
͍ɼஅ໘ܗঢ়Λੜ͢Δɽ
4. 4 ͭͷஅ໘ఆٛҐஔʹର্ͯ͠ ه1ɽ͔Β 3ɽͷૢ࡞Λ
ߦ͍ɼ֤அ໘ܗঢ়Λ B-Spline ۂઢͰิؒ͠ɼػମܗঢ়
Λੜ͢Δɽ

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

: [y1 ,
: [y2 ,
: [y3 ,
: [y4 ,
: [y5 ,
: [y6 ,
: [y7 ,

z1 ] = [0, z2 ]
z2 ] = [Vy1 , z3 + Vz1 ]
z3 ] = [y2 + Vy2 , z4 + Vz2 ]
z4 ] = [y3 + Vy3 , Vz3 ]
z5 ] = [y6 + Vy4 , z4 − Vz4 ]
z6 ] = [Vy5 , z5 − Vz5 ]
z7 ] = [0, z6 ]

(1a)
(1b)
(1c)
(1d)
(1e)
(1f)
(1g)

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

: [y1 ,
: [y2 ,
: [y3 ,
: [y4 ,
: [y5 ,
: [y6 ,
: [y7 ,

z1 ] = [0, Vz1 ]
z2 ] = [Vy1 , Vz1 ]
z3 ] = [y2 + Vy2 , Vz2 ]
z4 ] = [y3 + Vy3 , Vz3 ]
z5 ] = [y6 + Vy6 , Vz4 ]
z6 ] = [Vy5 , Vz5 ]
z7 ] = [0, Vz5 ]

(2a)
(2b)
(2c)
(2d)
(2e)
(2f)
(2g)

2.4. 制約条件
੍݅: :5 5
2.4.
ܗঢ়ʹର͢Δ੍݅ͱͯ͠ɼҎԼʹड़Δ 5 ͭΛߟ͑Δɽ
• ೩ྉλϯΫͱػମน͕ׯব͠ͳ͍Α͏ʹ͢ΔɽWIRES
Ͱఆ͞Ε͍ͯΔαΠζͷ೩ྉλϯΫ͕ऩ·ΔΑ͏ʹɼ
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Table 1.: Flow condition.
item
Mach number
angle of attack
altitude

1st objective function
0.65
10.84
12.97

value
2nd objective function
2.3
12.77
40.49

unit
3rd objective function
6.8
27.59
38.25

[-]
[deg]
[km]

Table 2.: Constraints of design variables for optimization.
section number
2
⃝

3
⃝

4 ɼ⃝
5
⃝

•
•
•
•

design value number
1ɼ3ɼ5ɼ7ɼ9
2ɼ4ɼ6ɼ8ɼ10
11ɼ13ɼ15ɼ17ɼ19
12
14ɼ16ɼ18
20
21ɼ23ɼ25ɼ27ɼ29ɼ
31ɼ33ɼ35ɼ37ɼ39
22ɼ32
24ɼ26ɼ28ɼ34ɼ36ɼ38
30ɼ40

parameter
y-direction increments
z-direction increments
y-direction increments

symbol (refer to Fig. 2)
Vy1 ɼVy2 ɼVy3 ɼVy4 ɼVy4
Vz1 ɼVz2 ɼVz3 ɼVz4 ɼVz4
Vy1 ɼVy2 ɼVy3 ɼVy4 ɼVy4
Vz1
Vz2 ɼVz3 ɼVz4
Vz4

applicable range [-]
0 to 0.073
0 to 0.087
0 to 0.073
0 to 0.218
-0.218 to 0.218
-0.218 to 0

y-direction increments

Vy1 ɼVy2 ɼVy3 ɼVy4 ɼVy4

0 to 0.35

z-direction increments

Vz1
Vz2 ɼVz3 ɼVz4
Vz4

0 to 0.218
-0.218 to 0.218
-0.218 to 0

z-direction increments

Fig. 3 ʹࣔ͢ɼػମ࣠Λத৺ͱͨ͠ ࣠ػx = 0.25 ͔Β
1.0 ·Ͱͷ ܘ0.178 ͷԁபঢ়ͷۭؒΛ֬อ͢Δɽ
ػମޙ෦Ͱଧͭܗঢ়ͱͳΒͳ͍Α͏ʹ͢Δɽ͜Ε
֨ࢠੜΛ༰қʹ͢ΔͨΊͰ͋Δɽ
B-Spline ۂઢΛҾ͚ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊɼ֤அ໘Ͱ੍ޚ
ΛҰචॻ͖ͨ͠ࡍʹɼ͍ͣΕͷஅ໘ͰަΘΒͳ͍
Α͏ʹ͢Δɽ
ϊʔζͷஅ໘ܗঢ়Λԁʹۙ͘͠ɼઌ಄ܗঢ়͕፮͛ͯ͠
·͏ͷΛ͙ɽ
6 ͷܗঢ়ϩέοτϊζϧࡌͷͨΊ Fig. 3
அ໘൪߸⃝
ʹࣔ͢ܗঢ়Ͱݻఆ͢Δɽ

3.
֤छख๏
3. 各種手法
3.1.
3.1. 最適化手法
࠷దԽख๏
࠷దԽख๏ʹɼେҬతղ୳ࡧ͕Ͱ͖ΔΛߟྀ͠ɼੜ
ͷਐԽʹணΛಘٕͨࢉܭ๏Ͱ͋ΔਐԽࢉܭΛ༻͍Δɽຊݚ
Ͱڀଟత࠷దԽʹର͢ΔදతͳਐԽࢉܭΞϧΰ
ϦζϜͰ͋Δ SPEA2 (Strength Pareto Evolutionary Algorithm
2) 5) Λ࠾༻͢ΔɽSPEA2 ɼSPEA ͷվྑΞϧΰϦζϜͱ
ͯ͠ Zitzler Β͕ 2001 ʹఏҊͨ͠ଟతҨతΞϧΰϦ
ζϜख๏Ͱ͋Γɼ࣍ͷΑ͏ͳಛΛ࣋ͭ 6) ɽ
• ద߹ׂͯख๏
֤ݸମ͕ͲΕ͚ͩଟ͘ͷݸମΛࢧ͍ͯ͠Δ͔ɼ·
ͨଞͷݸମʹΑͬͯࢧ͞Ε͍ͯΔ͔Λߟྀͨ͠ख๏
Ͱ͋Δɽ͜ͷద߹ׂͯͰɼݸମͷ༏ӽ߹͍ͱ
ີूͷ྆ํ͕ߟྀ͞Ε͍ͯΔɽ
• ΞʔΧΠϒΓख๏
ΞʔΧΠϒݸମ܈Λదͳʹ͢ݮΔͨΊʹ༻͍
ΒΕΔɽ͜ͷࡍɼSPEA2 ͰɼಘΒΕͨඇྼղू߹ͷ
֤త࣠ʹ͓͚Δͷݸମ͕อଘ͞ΕΔ͜ͱΛอূ͠
͍ͯΔɽ
• ΞʔΧΠϒݸମݸࡧ୳ͱ܈ମ܈ͷѻ͍
͜Ε·Ͱͷ୳ࡧͰൃ ͨ͠ݟN ݸମͷ༏ྑղΛৗʹ
ΞʔΧΠϒʹอଘ͢Δɽ͞ΒʹɼΞʔΧΠϒݸମ͔܈
Β༏ΕͨݸମΛ୳ࡧݸମͯ͠ͱ܈બ ͠ɼ୳ࡧΛߦ͏ɽ

Table 3.: Parameter for evolutionary computation.
parameter
population size
oﬀspring size
generations
SBX.rate
SBX.distribution index
PM.rate
PM.distribution index

value
10
10
50
1.0
15.0
0.025
20.0

SPEA2 ͰɼΞʔΧΠϒݸମݸࡧ୳ͱ܈ମ ͏͍ͱ܈2 ͭ
ͷݸମ܈Λ༻͍ͯ୳ࡧΛਐΊΔɽదԠධՁʹɼదԠ
ׂΓͯख๏ɼબʹɼόΠφϦʔτʔφϝϯτબ
Λద༻͢ΔɽަࠥɼಥવมҟʹͦΕͧΕɼSBX (Simulated
Binary Crossover) 7) ͱ PM (Polynominal Mutation) 8) Λ༻
͢ΔɽੈަɼΞʔΧΠϒݸମݸࡧ୳ͱ܈ମ܈Λ߹Θ
ͤͨݸମ܈ͷத͔ΒඇྼղΛબͯ͠ߦΘΕΔɽඇྼղͷ
͕ N ΑΓଟ͍߹ɼΞʔΧΠϒΓख๏ʹΑͬͯ
దͳݸମʹௐ͞ΕɼN ΑΓগͳ͍߹ɼద߹
ͷߴ͍ݸମ͕બ͞ΕΔɽ
ਐ Խ  ࢉ ܭΛ ߦ ͏ ʹ ͋ ͨ Γɼଟ  త ਐ Խ  ࢉ ܭΞ ϧ ΰ Ϧ
ζϜ։ൃ༻ͷΦʔϓϯιʔε java ϥΠϒϥϦʔͰ͋Δ
MOEAFramework 9) Λ༻͍ͨɽSBXɼPM Ͱઃఆ͢Δ֤छ
ύϥϝʔλɼMOEAFramework ͷσϑΥϧτͷʹ४ڌ
͍ͯ͠Δɽઃఆ֤ͨ͠छύϥϝʔλΛ Table 3 ʹ͕ࣔ͢ɼຊ
ڀݚɼ࠷దԽͷγεςϜ͕ҙਤͨ͠௨Γಈ࡞͢Δ͔ɼ
ఆ͕ٛਖ਼͍͔͠Ͳ͏͔Λ͔֬ΊΔࢼཱͪ͏͍ͱࢉܭҐஔ
͔Β֤ύϥϝʔλΛܾఆͨ͠ɽ
3.2.
3.2. 目的関数評価
తؔධՁ
3.2.1. ۭྗ
3.2.1.
空力
ۭྗͷධՁʹɼCFD ղੳΛ༻͍ͨɽҎԼʹ CFD ղੳͷ
ৄࡉΛड़Δɽ
• ֨ࢠੜ
ຊͰڀݚཌྷҰମܗঢ়Λߟ͑ΔͨΊɼܗঢ়ࣗ༝
ͷߴ͍ෳࡶͳͷͱͳΔɽͦͷͨΊෳࡶܗঢ়Ͱ͋ͬ
ͯ༰қʹ֨ࢠΛੜͰ͖Δඇߏ֨ࢠΛ༻͍Δ͜ͱ

This document is provided by JAXA.

144

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

Table 4.: Usage range and density of TPS material.
TPS material
LI - 900
RCC

2
(a) Example of cross-sectional shape at ⃝.

range [ ◦ C ]
300 ≤ T < 1260
1260 ≤

value [ kg /m2 ]
144
1986

σϧʹ Shear Stress Transport (SST) -2003sust 23) ɼඇ
೪ੑྲྀଋͷධՁʹ Harten-Lax-vanLeer-Einfeldt-Wada
(HLLEW) 24) Λɼ࣌ؒੵʹ Lower-Upper Symmetric
Gauss-Seidel (LU-SGS) ӄղ๏ 25) ΛͦΕͧΕ࠾༻͢Δɽ
ඇߏ֨ࢠ༻ͷѹॖੑྲྀମղੳιϧόͱͯ͠ɼӉߤ
ۭڀݚ։ൃ( ߏػJapan Aerospace eXploration Agency;
JAXA) Ͱ։ൃ͞Εͨ FaSTAR 26)ɼ 27) Λ༻͍Δɽͳ͓ຊ
Ͱڀݚػମද໘ʹࢉܭΛஔ͠ɼͰ্ࢉܭ
ཧྔͷѻ͑ΔηϧͰࢉܭΛߦͬͨɽ

3.2.2.
構造
3.2.2. ߏ
ߏॏྔͷਪࢉʹɼۃԻػମʹର͢Δॏྔਪࢉ๏ͱ
ͯ͠ NASA Ͱ։ൃ͞Εͨݧܦతख๏ (Hypersonic Aerospace
Sizing Analysis; HASA) Λ༻͍ΔɽຊͰڀݚཌྷҰମܗঢ়
Λߟ͓͑ͯΓɼཌྷମͷҰ෦ͱߟ͑ΒΕΔͷͰɼػମ࣭
ྔͷ֓ࢉମ࣭ྔͷࣜײͷΈΛ༻͍Δɽͳ͓ɼ࣍ੈ
ͷӉ༌ૹʹػૉણҡෳ߹ࡐ͕༻͍ΒΕΔ͜ͱΛఆ
͠ɼۚଐࡐྉʹΑΔػମΛରͱ͍ͯ͠Δ HASA ͷग़ྗ
ʹ 0.7 Λֻ͚ͯࢉग़Λߦ͏ɽମҎ֎ͷ࣭ྔจ ݙ2) Ͱࢉ
ग़͞Εͨʹै͏ɽ

3 ⃝,
4 ⃝.
5
(b) Example of cross-sectional shape at ⃝,

Fig. 2.: Example of cross-sectional shape at each position. The
position of cross section shows Fig. 3. The open circle is made
by cubic spline based on filled circle. Drawing B-Spline curve
based on the control points which are open and filled circle in
the figure.

3.2.3.
空力加熱
3.2.3. ۭྗՃ
ۭྗՃͷධՁʹɼ3.2.1 ߲Ͱड़ͨηϧରԠͷ
FaSTAR Λ༻͍Δɽػମද໘ͷ֤ϊʔυͷཧྔΛ༻͍ɼঢ়
ଶํఔ͔ࣜΒ֤ϊʔυ͝ͱͷԹΛࢉग़͠ɼػମද໘Թ
ͱ͢Δɽ
ຊͰڀݚɼεϖʔεγϟτϧΛࢀߟʹػମ͕ड͚ΔԹ
ʹԠͯ͡༻͍Δ TPS ࡐΛมԽͤ͞Δ 28) ɽTable 4 ʹ֤Թ
ൣғ͝ͱʹ༻͍Δ TPS ࡐΛࣔ͢ɽTable 4 ΑΓɼػମද໘
Թ͕ 1260◦ C Ҏ্ͷ෦͕૿Ճ͢ΔͱɼRCC (Reinforced
Carbon Carbon) Λ༻͍Δ͜ͱʹͳΓɼػମۭڏॏྔͷӨ
͕ڹେ͖͘ͳΔ͜ͱ͕͔Δɽ
ͳ͓ɼTPS ࡐͷްΈεϖʔεγϟτϧΛࢀߟʹҰ 40
mm 28) ͱ͠ɼTPS ࡐͷ࣭ྔΛ֓ࢉ͢ΔɽTPS ࡐΛషΓ͚
Δͱ͜ΖͱషΓ͚ͳ͍ͱ͜ΖͰஈ͕ࠩͰ͖ͳ͍Α͏ʹɼػ
ମද໘Β͔ʹ͢Δͷͱ͢Δɽ
4.
4. 結果および考察
݁Ռ͓Αͼߟ

Fig. 3.: Left: position of cross section. Right: bottom configu6 The area indicated
ration of cross section shape of number ⃝.
by a dotted line in the figure is a region for accommodating the
fuel tank.
͕؆ศੑͷ໘͔Β·͍͠ɽͦ͜ͰຊͰڀݚɼඇߏ
֨ࢠΛ༻͍Δɽ֨ࢠੜʹɼඇߏ֨ࢠࣗಈੜ
ιϑτΣΞͰ͋Δ MEGG3D 10)- 20) Λ༻͍ɼද໘֨ࢠ
 Advancing-Front ๏ 21) ɼۭؒ֨ࢠ Delaunay ࡾ֯
ׂ๏ 22) ʹΑͬͯੜ͢Δɽ͞Βʹܗঢ়ද໘ۙʹڥ
քΛेଊ͑ΔͨΊɼϋΠϒϦου֨ࢠΛ༻͍ɼ99%
ڥքް͞Λຬͨ͢·Ͱػମද໘͔Β࠷Ͱ 41 ੵ
ͨ͠ɽ
• ࢉܭख๏
ࢧํఔࣜѹॖੑ Navier-Stokes ํఔࣜɼཚྲྀϞ

Fig. 4 ʹ֤తؔؒͷؔΛදͨ͠ࢄਤߦྻΛࣔ͢ɽ
ਤதͷࠇ͍ϓϩοτࠓճͷ࠷దԽͰಘΒΕͨඇྼղɼ
ࣈ֤తؔؒͷ૬ؔΛද͢ɽ
·ͣɼۭྗͷ͔؍ΒߟΛߦ͏ɽFig. 5 ʹ֤ϚοϋͰ
L/D ͕࠷େͱͳͬͨܗঢ়ͷػମද໘ͱରশ໘ɼઌ಄෦͔Β
70%அ໘ҐஔͰͷѹྗΛࣔ͢ɽFig. 5 ΑΓɼભԻ
͔ΒۃԻʹҠΔʹ࿈ΕͯɼεύϯํͷཌྷͷΑ͏ͳ
ܗঢ়ͷ৳ͼ͕͘ͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɽ͜Ε֤
ҬͰ L/D Λ૿େͤ͞Δదͨ͠ܗঢ়͕ଘࡏ͢Δ͜ͱΛࣔ
͍ͯ͠ΔɽͦΕͧΕͷҬͷ L/D ૿େͷઓུͷҧ͍ʹͭ
͍ͯৄ͍ͯ͘͘͠ݟɽ
ભԻͰɼFig. 5 ΑΓɼଞͷܗঢ়ͱൺֱͯ͠ɼεύϯํ
ܗঢ়͕֦େ͠ɼػମઌ෦͔Β͘Ͱ·ํޙෛѹྖҬ
͕ܗ͞Ε͍ͯΔɽ͜ΕɼೞΕ໘ੵΛ֦େ͠ɼ༲ྗͷد
༩Λେ͖͘͢Δ͜ͱʹΑͬͯɼL/D ͷ૿େΛਤ͍ͬͯΔ
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Fig. 4.: Scatterplot of six objective functions. The arrows in the
figure show utopia direction.

(a) M = 0.65, α = 10.84.

(b) M = 2.3, α = 12.77.

(c) M = 6.8, α = 27.59.

Fig. 5.: Pressure coeﬃcient distribution on the surface, symmetric plane, and plane which places 70% position from the nose
of the geometry with the maximum L/D at each Mach number.
From left to right: Geometry of maximum L/D at M = 0.65,
2.3, 6.8.
ͨΊͰ͋ΔɽભԻ࣌ͷ L/D ͕େ͖͘ͳΔܗঢ়ɼεύϯ
ํʹܗঢ়͕֦େ͢ΔͨΊɼFig. 4 ΑΓɼۭڏॏྔɼTPS ࡐ
ఴ໘ੵͱτϨʔυΦϑͷ͕ؔ͋Δ͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɽ
ҰํɼԻɼۃԻͰ L/D ͕࠷େͱͳͬͨܗঢ়ɼ
Fig. 5 ΑΓࣅ௨͓ͬͯΓɼFig. 4 ͷ૬ؔͷ͔Βྨࣅ
͕ؔཧղͰ͖ΔɽFig. 5 (b) ɼ (c) ΑΓԻɼۃԻͰ
ɼͲͷܗঢ়ͰભԻ࣌ͱൺֱͯ͠ػମ্໘ʹ͘ෛѹ
ྖҬ͕ܗ͞Ε͓ͯΒͣɼػମ্໘ͱԼ໘ͱͷѹྗ͕ࠩભԻ
࣌ΑΓখ͍͞ɽͭ·ΓɼԻɼۃԻͰɼ༲ྗΛ
Ք͙͜ͱ͕ࠔͰ͋Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠ΔɽͦͷͨΊɼFig. 5
ΑΓԻɼۃԻͰ L/D ͕࠷େͱͳͬͨܗঢ়ɼઌ಄
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෦͕Ӷ֯ʹͳ͓ͬͯΓɼཌྷͷΑ͏ͳܗঢ়ભԻ࣌ͱൺֱ
ͯ͋͠·Γܗ͞Ε͍ͯͳ͍ɽಛʹۃԻͰɼݦஶͰ
͋ΔɽԻΛ͑ͨྲྀΕͰɼ༲ྗΛՔ͙͜ͱ͕ࠔͰ
͋ΔͨΊɼ߅ྗΛԼ͛Δ͜ͱͰ L/D Λ૿େ͢Δํʹઃܭ
ํΛม͑ͨͨΊͰ͋Δɽ
·ͨɼFig. 4 ͷ૬ؔͷ͔ΒભԻͱۃԻͷؒ
ʹɼભԻͱԻΑΓ͍͠ݫτϨʔυΦϑ͕ଘࡏ͢
Δ͜ͱ͕͔Δɽ͜ΕϚοϋ্͕ঢ͢Δ͜ͱͰɼੜ
͞ΕΔϚοϋͷϚοϋ͕֯খ͘͞ͳΓɼ߅Λ͢ݮΔ
ͨΊʹɼઌ಄෦͕ΑΓӶ֯ʹͳΖ͏ͱͨͨ͠ΊɼભԻͰ
L/D Λ૿େͤ͞Δઓུͱ૬͢Δઃํܭͱͳͬͨ͜ͱ͕
ݪҼͱͯ͛͠ڍΒΕΔɽҎ্ΑΓભԻͱۃԻɼํ
ͷ L/D Λվળ͢Δܗঢ়Λग़͢Δ͜ͱࠔͰ͋Δ͜ͱ͕
ࣔࠦ͞Εͨɽ
࣍ʹۭྗՃͷ͔؍Β݁Ռʹ͍ͭͯߟ͢ΔɽFig. 6 ʹ
࠷ߴԹ͕࠷͘ͳͬͨܗঢ়ͱ TPS ࡐͷఴ໘ੵ͕࠷খ
ͱͳͬͨܗঢ়ͷԹΛࣔ͢ɽ࠷ߴԹ͕࠷͘ͳͬ
ͨܗঢ়ɼઌ಄෦͕ಷ಄ɼఈ໘͕ฏୱͰ͋Δܗঢ়ͱͳͬͨɽ
͜ΕɼߴԹͱͳΔྖҬΛ֦େ͢Δ͜ͱͰͷ֦ࢄΛଅ͠ɼ
࠷ߴԹͷ্ঢΛ͑Α͏ͱ͍ͯ͠ΔͨΊͰ͋ΔɽભԻ
࣌ͷ L/D ͕࠷େͱͳͬͨܗঢ়ͱࣅ௨͍ͬͯΔ͕ɼFig. 4 Α
Γ 2 ͭͷతؔؒʹɼଞͷతؔؒͱൺֱ͍ͯ͠ڧ
૬͕ؔؔ͋ΔΘ͚Ͱͳ͍ɽ͜Ε࠷ߴԹͱͳΔ෦
͕ػମઌ಄෦Ͱ͋Γɼεύϯํʹܗঢ়Λ֦େ͢ΔΑΓ
ઌ಄෦Λಷ಄ʹͨ͠ํ͕తؔΛվળ͢ΔʹޮՌతͰ
͋ΔͨΊɼઌ಄෦Λಷ಄ʹ͠ɼཌྷ෦Λܗ͠ͳ͔ͬͨܗ
ঢ়͕දΕͨͨΊͰ͋Δɽ
TPS ࡐͷఴ໘ੵ͕࠷খͱͳͬͨܗঢ়ɼઌ಄෦͕Ӷ͘ɼ
શମతʹࡉͱͳ͓ͬͯΓɼػମද໘ੵΛখ͘͢͞Δ͜ͱ
Ͱ TPS ࡐͷఴ໘ੵͷվળΛਤΖ͏ͱ͍ͯ͠ΔɽۃԻ
Ͱ L/D ͕࠷େͱͳͬͨܗঢ়ͱࣅ௨͓ͬͯΓɼFig. 4 ͔Βۭ
ڏॏྔͱɼଞͷతؔͱൺֱ͍ͯ͠ڧ૬͕ؔ͋Δ͜ͱ
͕ಡΈऔΕΔɽ͔͠͠ɼઌ಄෦͕ઑ͍ͬͯΔɼ্͕ख͘
֦ࢄ͞ΕͣɼFig. 6 (b) ΑΓػମද໘Թ͕࠷খͱͳͬͨܗ
ঢ়ͱൺֱͯ͠ɼઌ಄෦ͰΑΓߴԹͱͳΔྖҬ͕ܗ͞Εͯ
͍Δ͜ͱ͕͔ΔɽFig. 4 ΑΓػମද໘࠷ߴԹ͕ɼ 6000
K ͔Β 8000 K ͷΛऔΔղ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͕ɼTPS ࡐͷఴ
໘ੵɼ·ͨۃԻ L/D ͷతؔΛվળ͠Α͏ͱ
ͨ͠ࡍʹੜ͞ΕͨղͰ͋Δͱ͍͑Δɽ
ຊͰڀݚɼਐԽࢉܭΛ༻͍ͨ࠷దԽͱͯ͠ॏͶͨੈ
͕গͳ͘ɼඇྼղ໘͕ಡΈऔΕΔྖҬଘࡏ͕ͨ͠ɼղ
͕ภ͍ͬͯΔ෦ݟड͚ΒΕͨɽࠓޙɼతۭؒ
ɼઃ͘ʹڞۭؒܭղ͕ಘΒΕΔΑ͏ͳఆٛ
ͷݟ͠ɼਐԽࢉܭख๏ͷબఆΛߦ͏༧ఆͰ͋Δɽ

5.
5. 結言
݁ݴ
࠶༻Ӊ༌ૹػͷܗঢ়ʹؔ͢Δઃܭݟͷ֫ಘΛత
ͱ͠ɼۭྗɼۭྗՃɼߏॏྔͷ 3 ͭͷ͔؍ΒɼਐԽܭ
ࢉख๏ͱͯ͠ SPEA2 Λ༻͍ͨɼཌྷҰମϑϥΠόοΫϒʔ
ελஈܗঢ়ͷଟత࠷దԽΛߦͬͨɽ
ભԻͰ L/D Λ࠷େԽ͢ΔͨΊʹɼεύϯํʹܗঢ়
Λ৳͠ɼཌྷ໘ੵΛ֦େ͢Δ͜ͱͰ༲ྗΛՔ͙͜ͱ͕ɼL/D
Λ࠷େԽ͢Δ༗༻ͳखஈͰ͋Δ͜ͱ͕͔ͬͨɽҰํɼ
ԻͱۃԻͰɼઌ಄෦ΛӶ֯ʹ͠ɼ߅Λ͢ݮΔ
͜ͱͰ L/D ͷ૿ՃΛਤ͍ͬͯΔɽ͜ͷΑ͏ʹભԻͱԻ
ɼۃԻͰɼL/D ͷ࠷େԽͷઓུʹҧ͍͕͋Γɼಛ
ʹԻͱۃԻɼํͷ L/D Λվળ͢Δܗঢ়Λग़͢Δ
͜ͱࠔͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Εͨɽ
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7)
8)

9)
10)
11)
(a) The geometry with the minimum value of maximum temperature on the
surface.

12)

13)

14)

15)
(b) The geometry with the minimum value of TPS area.

Fig. 6.: Temperature distribution on the surface and symmetric
plane of the geometry with the minimum value of maximum
temperature and TPS area. M = 6.8, α = 27.59.
ػମ࠷ߴԹΛԼ͛ΔͨΊʹɼઌ಄෦Λಷ಄ʹ͢Δ͔ɼ
ఈ໘ΛฏΒʹͯ͠ɼΛ֦ࢄ͢Δ໘ੵΛେ͖͘͢Δඞཁ͕
͋ΔɽಛʹߴԹͱͳΔઌ಄ܗঢ়Λಷ಄ʹ͢Δ͜ͱ͕ޮՌత
Ͱ͋Δɽ͔͠͠ɼػମද໘ੵ͕૿Ճ͢ΔͨΊɼTPS ࡐͷఴ
໘ੵɼۭڏॏྔͷ૿Ճʹͭͳ͕Δɽ
ࠓޙతؔؒͷؔʹͱͲ·Βͣతؔͱઃܭม
ؒɼ·ͨઃܭมͱઃܭมؒͷؔΛΑΓৄࡉʹݟ
Δɽ·ͨɼਐԽࢉܭख๏ͷੑൺֱΛߦ͍ɼେن࣮
Ԡ༻ʹ͚ͨ৽͍͠ݟͷ֫ಘΛߦ͏ɽ
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超音速ジェットにおけるヘリカルモードペアを用いた
マッハ波抑制のせん断層厚さの影響
渡辺 大輔，石崎 匡則
（富山大学）

Effect of shear layer thickness on Mach wave suppression by helical modes pair
in a supersonic jet
by
Daisuke WATANABE and Masanori ISHIZAKI
ABSTRACT

Linear stability analyses and direct numerical simulations are carried out to investigate the effect of shear layer thickness on Mach wave
suppression by helical modes pair in a Mj=2.0 supersonic jet. In the DNS, a jet is forced by random disturbances and a pair of unstable
helical modes. The linear stability analyses indicate that decrease of the shear layer thickness increase the growth rate of the helical modes
and increase the azimuthal wave number of the helical modes with subsonic phase velocity. Also, the DNS results show that although the
radiated Mach waves are reduced as the azimuthal wave number of the added helical modes pair increase, the jet potential core region gets
elongated. These results indicate that, in suppression the Mach wave, not only the length of the potential core but also the speed of the
added disturbance is important.

２．計算方法
線形安定解析において支配方程式は円筒座標系で記述さ
れた圧縮性ナビエ・ストークス方程式である。ただし，支
配方程式はジェットの中心速度 U j , ジェット半径 r0, ジェ

ット周囲の密度 ∞ および粘性係数  ∞ によって無次元化し
た。線形撹乱は，

~
d (r )  dˆ r  expix  m   t 

(1)

と表される。ここで，は主流方向波数，m (=0, 1, 2, 3,…)
は周方向波数であり m≧1 はヘリカルモードを示し，は複
素数であり，の虚部 i は線形成長率，実部 r は角振動数
を表す．また， dˆ (r ) は固有関数である．ジェト(top-hat jet)

の層流速度分布は Freund 等(7)と同様に tanh 型のジェット速
度分布を与えた．

U (r ) 

 1  r r0  
U j 
   .
1  tanh 
2 
 4 0  r0 r  

(2)

ここで， 0 はせん断層厚さのパラメータである．図 1 に
0=0.04, 0.08 のジェット速度分布を示す．また，温度分布
はプラントル数 Pr=1 として Crocco-Busemann の関係式を用
いた．

1

=exp[-25.0(r-1.0) 2]
U, 0=0.08
U, 0=0.04

U, 

１．はじめに
ジェットが超音速では，ノズル背後に形成されるショッ
クセルなどの衝撃波に起因するスクリーチ音，さらに高マ
ッハ数のジェットではマッハ波が生じるなど，亜音速ジェ
ットに比べ大きな騒音が発生する．衝撃波に起因する騒音
は，ノズル形状の適切化により，衝撃波そのものの発生を
抑止し（適正膨張）低減することができる．一方，高マッ
ハ数のジェット騒音を支配するマッハ波は，ジェットせん
断層に起こる超音速で進行する不安定波が音源であり，せ
ん断層の急速な拡大により低減できることが予測され，
lobe mixers などによる混合促進ノズルが提案(1)されている
が，近傍マッハ波の増大を引き起こすことが問題になって
いる．また，排気ジェットを覆う外殻を設置し，それによ
りマッハ波を反射させる ejector shroud を用いる手法(2)は，
その形状や大きさから，騒音低減に対し大きな推力損失を
伴うという問題が存在する．また，高マッハ数の円形ジェ
ットに対する線形安定性解析(3)によると，最も高い成長率
を示すモードはヘリカルモードであり，このモードは超音
速の位相速度を持ちマッハ波を形成させる．このため，円
形ジェットにおけるマッハ波低減には，最も成長率が高い
モードが亜音速である平面ジェットのように最大不安定モ
ードを加えることによる低減効果(4)を得ることは困難と考
えられる．
これまで我々は，M=2.0 (Mc=1.0), Re=2000 の層流ジェッ
トに流入撹乱として同一振幅の回転方向が異なるヘリカル
モードを組み合わせたジェット DNS を実行し，加えられた
亜音速の位相速度を持つ第三ヘリカルモードペア（m=±
3）の増幅はジェットの拡散を促進することによりマッハ
波の低減効果があることを確認している(5,6)．本研究では，
せん断層厚さの異なるジェットにおいて，ヘリカルモード
ペアによるマッハ波低減効果の周方向波数依存性について
線形安定性解析および DNS により調査した．

0.5

0
0
Fig.1
T (r )  M 2j

1

r/r0

2

3

Window function and Jet mean velocity

2
  1 (U jU (r )  U (r ) ) T (U j  U (r )) T jU (r ) (3)


,
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vr   r sinm  2 St t   sin m  2 St t .

(4)

ここで，は振幅分布であり，図に速度分布と合わせて示
す．また,m (=3, 4, 5)は周方向波数， St は無次元振動数であ
る．ランダム撹乱はジェットせん断層領域にのみ与えるた
めに，vr の振幅分布と同じ関数を窓関数として用いた．振
幅は図 2 に示すジェット中心速度のように，ジェットのポ
テンシャルコア領域が過去の実験結果 12,13)を参考に約 x<20
r0 となるよう，主流方向速度成分の rms 値が厚いせん断層
のケ ース (0=0.08) で 2.5% およ び 薄 い せ ん 断 層 のケース
(0=0.04)で 1.5%とし，比較のため薄いせん断層のケースで
も 2.5%で与えたケースを計算した．

a)

0.4

i

0.2
0.1
0
0

0.2

m=1
m=2
m=3
m=4
m=5
0.3
0.4

0.1
0
0

0.1

0.2
St
Fig. 3 Linear growth rate (i) for Mj=2.0, Re=2000; (a)
0=0.08 and (b) 0=0.04.
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0.8
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1

0.6

m=1
m=2
m=3
m=4

0.3

i

ここで， M = Uj/c∞ であり c∞ はジェット周囲の音速である。
本研究では Tj /T∞ = 1.0 とした．この速度分布と温度分布を
線形撹乱方程式に代入しスペクトル法により固有値及び固
有関数を計算する。
DNS では，上記支配方程式において空間の離散化に対し
非線形項を含む移流項には，衝撃波を安定に捕らえるため
高波数帯に数値粘性を持つ 5 次精度散逸コンパクトスキー
ム(8)（境界では 3 次精度），粘性項に 6 次精度中心コンパ
クトスキーム(9)（境界では 4 次精度）を用い計算を行った．
また，時間発展には 4 次精度 Runge-Kutta 法を用いた．時
間ステップは計算安定性から dt=0.02 とした．境界条件は，
境界における音波や渦の通過に伴う音波等の反射を可能な
限 り 抑 え る た め 主 流 方 向 お よ び 半 径 方 向 に NSCBC(10)
（x=0）と強制的な流出境界(11)（40r0<x<45r0, 20r0<r<22r0），
また周方向には周期境界条件を用いた．計算領域はジェッ
ト流入部半径 r0 を基準長さとし，0 < x < 45r0, 0 < r < 22r0, 0
< < 2とした．格子数は Nx×Nr×N = 801×150×126 であ
り，半径方向に格子伸長を行っている．また，流入境界に
おいてジェット層流分布は線形安定解析と同様に与えた．
流入撹乱は一様等方的なランダム撹乱とヘリカルモードに
相当する速度変動の半径方向速度成分を流入部 x=0 で与え
た．ヘリカルモードは，互いに回転方向が異なるペアを加
えることとし vr(r, , t)を次式のように与えた．

cr/c∞
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40

0.9

Fig. 2 Jet centerline velocity
３．結果および考察
３．１．線形安定性解析
はじめにヘリカルモードの成長率および位相速度の特性
を調べるために実行した線形安定性解析の結果を示す．ジ
ェット半径および中心速度に基づくマッハ数およびレイノ
ルズ数はそれぞれ M=2.0, Re=2000 である．

1

0.8
0
Fig. 4

0.1

0.2
St

m=1
m=2
m=3
m=4
m=5
0.3
0.4

Phase velocity (cr/c ∞ ) for Mj=2.0, Re=2000; (a)

0=0.08 and (b) 0=0.04.

図 3 にヘリカルモードの線形成長率を示す．図よりせん
断層厚さが薄くなるとすべてのヘリカルモードの線形成長
率が高くなっており，せん断層が厚い 0=0.08 のケースで
は成長率が負となっていた m=5 もせん断層が薄い0=0.04
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のケースでは比較的高い成長率を示している．また，
0=0.04 のケースでは，最大成長率を示すモードが第三ヘ
リカルモード（m=3）となり，せん断層厚さにより最大不
安定となるモードの交代が生じている．
図 4 に示した各ヘリカルモードの無次元位相速度（cr/c∞）
を見ると，位相速度は周方向波数が高くなるにつれ低下す
ることが分かる．このとき，最大成長率を示す振動数にお
いて位相速度が音速以下となるのは 0=0.08 のケースでは
m=3 （ St=0.11 ） で あ り ， 0=0.04 の ケ ー ス で は m=5
（St=0.21）である．これまでの報告(6)においてマッハ波抑
制効果を確認しているヘリカルモードペアは，せん断層厚
さ 0=0.08 のケースの第三ヘリカルモードであることから，
より薄いせん断層の 0=0.04 のケースでは亜音速となる第
五ヘリカルモード（m=5）がマッハ波抑制に効果的である
と予想される．

(a)
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ランダム撹乱にヘリカルモードペアを加えたケースであり，
せん断層厚さごとに m=±3, ±4, ±5 について調査した．ま
た，加えるヘリカルモードの振幅は図 1 に示した半径方向
速度成分の振幅分布()の最大値をジェットの 2%とした．
図 5(a), (b)にせん断層厚さ0=0.08 および0=0.04 のラン
ダム撹乱のみのケースの渦構造と圧力分布の瞬間場を示す．
ランダム撹乱の振幅は，どちらのケースも 2.5% である．
また，図 5(c)に 0=0.04 において亜音速の位相速度を持つ
第 5 ヘリカルモードのペア（m=±5）のみを流入部に加え
たケースを示す．ランダム撹乱のみのケースを見ると，下
流からマッハ波が発生し下流の図斜上方向に向け放射され
ていることが確認できる．一方，亜音速の位相速度を持つ
m=±5 のみを加えたケースでは，マッハ波の特徴である，
直線的な圧力の高低の分布が見られず，x=10 付近を中心に
亜音速のジェットから放射される圧力変動と類似した同心
円状の圧力変動が放射されていることが分かる．
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Fig.5 Downstream evolution of second invariant Q structure
(iso-surfaces: Q=0.1) and pressure field (color contour: p/p∞) at
the =90° plane: a) random 2.5% case for 0=0.08, b) random
2.5% case for 0=0.04 and c) m=±5 2% case for 0=0.04.
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Fig.6 Overall pressure fluctuation level [dB]: a) random 2.5%
case for 0=0.08, b) random 2.5% case for 0=0.04 and c)
m=±5 case for 0=0.04.

３．２．直接数値シミュレーション
次に DNS から得られたマッハ波抑制効果について示す．
DNS で与えた流入撹乱はランダム撹乱のみのケースおよび

図 6 は図 5 と同じ条件の圧力変動レベルである．図より
せん断層の厚い0=0.08 のケースと比較し，0=0.04 のケー
スはより上流の位置よりマッハ波に伴う強い圧力変動が分

0
0

10
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布し半径方向に広がっている．この結果は図 3 に示した線
形成長率が 0=0.04 では高いことにより，遷移及びマッハ
波の増幅がより短い距離で起こったと考えられる．それに
対し，亜音速の位相速度を持つ m=±5 のみのケースではさ
らに上流から半径方向に圧力変動が広がっているが，変動
の大きさはランダム撹乱のケースと比べ小さい値を示して
いる．
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Fig.8 Jet centerline velocity: a) random 2.5% case for 0=0.08,
b) random 2.5% case for 0=0.04 and random 1.5% case for
0=0.04.
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Fig.7 Radial decay of the maximum value of overall pressure
fluctuation level [dB] in the same radius r/r0: a) random 2.5%
case for 0=0.08, b) random 2.5% case for 0=0.04 and random
1.5% case for 0=0.04.

図 7 に圧力変動レベルの各半径位置における最大値の半
径方向への変化を示す．図よりせん断層厚さが変化しても，
圧力変動低減効果を持つヘリカルモードが存在しているこ
とが分かる．せん断層厚さ 0=0.08 のケースでは， m= ± 3
を加えたケースと比較し m=±4, ±5 を加えたケースの圧力
変動レベルが低下している．しかし，m=±4 と m=±5 のケ
ースはほぼ同程度である．一方，薄いせん断層の 0=0.04
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のケースでは，m=±3 を加えたケースでは圧力変動レベル
がランダム撹乱のみのケースとほぼ同じで低減効果が現れ
ていない．m= ±4，± 5 では，周方向波数の増加に伴い圧
力変動レベルが低下しており m=±5 のケースが最も低い値
を示した．この結果は線形安定性解析から得られた位相速
度の傾向と一致し，亜音速のヘリカルモードがマッハ低減
に効果的であることを示唆している．また， 0=0.08 のケ
ースにおいて m=±4 と m=±5 の圧力変動レベルに差が見
られなかったことは，m=±5 の線形成長率が低いことが原
因と考えられる．また，ポテンシャルコアの存在する領域
がｘ<20 とし0=0.08 と揃えたランダム撹乱振幅 1.5%のケ
ースでは，m=±3 を加えたケースにおいても低減効果が確
認できる．さらに， m= ±4 ，±5 のケースにおいてもラン
ダム撹乱振幅 2.5%のときよりも圧力変動が小さくなり，低
減効果が高まっている．このことは，ランダム撹乱 1.5%ケ
ースでは流入するランダム撹乱から増幅するマッハ波を形
成する変動成分の上流での振幅が小さいため，2.5%ケース
よりも下流への増幅が遅れることにより，振幅が大きくな
る前にヘリカルモード増幅によるジェット速度分布拡散効
果によってさらに増幅が抑制されたと考えられる．
さらにジェット中心速度の下流への変化を図 8 に示す．
図よりジェット中心速度の維持されるポテンシャルコアの
存在する領域は，せん断層厚さの違いに寄らず，成長率の
高い第 3 ヘリカルモードペアのケースがもっとも短く，加
えたヘリカルモードペアの周方向波数が大きくなるにつれ
長くなりジェットの拡散が流れ方向に緩慢になっている．
しかし，図 7 で示した圧力変動の抑制効果は第 3 ヘリカル
モードが最も低い．この結果からは，ジェットの拡散が促
進されるほどマッハ波が強くなるということになり，一般
に考えられている「ジェットの拡散が促進されるとマッハ
波を形成するモードの増幅が抑制されマッハ波が低減す
る」ことと矛盾する．実際，図 7(b, c)および図 8(b, c)から
確認できるように，ランダム撹乱のみのケースを比較する
と，振幅が小さい 1.5% ケースは，ポテンシャルコア領域
が長く，また，圧力変動レベルも 2.5% ケースよも高い値
を示している．また , 我々のこれまでの報告（ 0=0.08 ） (6)
でも，加える第三ヘリカルモードペアの振幅を増加させる
と，ジェットの拡散が促進されポテンシャルコア領域が短
くなり，圧力変動レベルが低下する結果であった．しかし，
放射される圧力変動はランダム撹乱から増幅するマッハ波
成分およびヘリカルモードペアの増幅により発生する成分
が重ね合わされたものと考えられる．そのため，加えるヘ
リカルモードがより低速の位相速度を持っていれば，加え
たヘリカルモード自らの増幅により放射される圧力変動が
小さくなるため，高周方向波数のヘリカルモードを加えた
ケースでは，ポテンシャルコア領域が長くなっても抑制効
果が高まったと推測される．これらの結果より，マッハ波
抑制に適した超音速ジェットに加えるヘリカルモードペア
においては，成長率の他に位相速度が重要と考えられる．
４．まとめ
超音速ジェットから放射される マッハ波低減を目的に
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・流入撹乱としてランダム撹乱にヘリカルモードペアを
加えると，計算を行った範囲において，ヘリカルモード
の周方向波数が高くなるに従いジェットの拡散が緩慢に
なるが，放射される圧力変動レベルは低下する傾向が見
られた．
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M=2.0, Re=2000 における超音速円形ジェットの線形安定
性解析および DNS を実行し以下のことを確認した．
・ヘリカルモードにおいて，せん断層厚さが薄くなると，
最大成長率を示す振動数における位相速度が亜音速とな
る周方向波数は増加する（0=0.08 で m=3，0=0.04 で
m=5）．
・薄いせん断層においても，マッハ波低減効果を持つ低
速の亜音速の位相速度を持つヘリカルモードが存在する．
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CFD 解析における物体後流域や遠方境界のメッシュの影響
高橋 良尚，松島 紀佐，清水 亮介
（富山大学）

Effect of Mesh Condition in Wakes or Far-field Boundary Areas on CFD analysis
by
Yoshinao TAKAHASHI, Kisa MATSUSHIMA, and Ryosuke SHIMIZU
ABSTRACT

This article investigates effect of mesh distribution in wakes and distant flow-fields from an airplane on resulted flow
phenomena when performing RANS CFD simulation. Heretofore, mesh distribution in those flow-fields is rather coarse. It is
not sufficient for grasping accurate wake phenomena which are important for obtaining aerodynamic coefficient by wake
integration as well as evaluating wake turbulence effect on others. The investigation is conducted regarding three subjects.
The first one is mesh distribution in the vicinity of far-field boundaries of a computational domain. The second is to enlarge a
computational domain, while the other is mesh distribution on downstream field of airplane. Through the investigation,
several useful clues have been obtained for attaining good flow resolution in those fields by CFD.
１．はじめに
航空機の後流における流体現象は，その後流の発生原因
である航空機の空力的特徴を持つと考えられている．後流
から空力特性を推定する手法として，非接触で後流面の流
速データを得られる PIV（Particle Image Velocimetry）計測
を用いた圧力推定[1]や，流速および圧力から物体の抵抗値
や揚力値を算出する後流積分[2]の分野で後流情報を活用し
た研究の重要性が認識され始めている．我々も後流に注目
した研究を行っており，後流を含む下流面全体の空力的解
析を行っている．その解析において，物体から離れた空間
における格子分布の重要性を認識した．通常の翼や航空機
体周りの流れ場解析の格子分布に関しては翼表面の最小格
子幅を中心に注目しており，物体から離れた場所に対して
はあまり注意が払われていなかった．参考文献 2 で議論さ
れているような遠方境界の影響や後流現象を捉えることは
これから重要になる課題であろうと思われる．本研究では，
1 台のワークステーションでの計算で行える経済性を担保
しつつ，後流を高精度に解析するための効率的方法を検討
する．既存の計算格子に対して遠方境界への格子追加や解
析領域の拡大，後流面の格子の細分化を行う．そして，航
空機後流の物理現象を適切に再現し解析するための格子分
布の在り方の指針を得る．さらに今後の展望として，PIV
計測を模擬した CFD シミュレーションの流速データを用い
た圧力推定や，後流積分の結果に解析領域，格子数がどの
程度影響を及ぼすかを評価することも視野に入れる．
２．計算手法
２．１．計算モデル・格子
計算対象は NACA0012 翼型断面をもつ矩形翼である．
翼のコード長 C を基準長さとして無次元化している．スパ
ン長は 5 C で，翼端部については半スパン長の 95%位置か
ら滑らかに翼厚を減少させ，100%（翼端）位置では厚み 0
となるようにした．翼端は y-z 断面からみて，半スパン長
の 5%が長径，翼厚の半分が短径となる半楕円形状とした．
翼前縁の x 座標を 0 C とし，y =0 C を対称面とする半裁モ
デルで解析を行った．
計算格子は図 1 のような翼周りに C 型，スパン方向に
H 型である C-H 型構造格子を用いた．格子点数は，翼周方
向（J 方向）に 201 点，スパン方向（K 方向）に 66 点，
翼 面 か ら 離 れ る 方 向 （ L 方 向 ） に 73 点 で 総 格 子 点 数

968,418 点である．格子領域について，原点は翼前縁であり，
x 方向に-10 C ~11 C，y 方向に 0 C ~15 C，z 方向は-10 C ~
+10 C 確保した．境界層の最小格子幅は 5.77×10-6 C である．
本稿で可視化する後流面と翼の位置関係を図 2 に示す．
図 2 の中央に示す半スパン長の翼が計算対象であり，その
後縁から 1 C 後方にある x 方向に垂直な断面が後流面
（x =2.0 C）である．主流方向の流れは x 軸から迎角分の傾
きをもち流入する．
２．２．CFD 計算手法および条件
CFD 計 算 の た め の 流 れ 場 条 件 は ， 一 様 流 マ ッ ハ 数
M∞ =0.82，迎角 α =4.86°，レイノルズ数 Re =3.0×106 である．
本計算の解析手法を表 1 に示す．

図 1 計算格子と翼付近の拡大図

図 2 翼と後流面（x =2.0 C）の位置関係
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表1
項目
支配方程式
空間離散化
時間積分
乱流モデル

CFD 数値計算手法
手法
3 次元圧縮性薄層近似 N-S 方程式
移流項：3 次精度
粘性項：2 次精度
LU-SGS 法
Baldwin-Lomax

３．２．格子追加前後の Cp 分布の比較
格子追加前後の後流面の物理量の変化を捉えるために，
後流面（x =2.0 C）における Cp 分布の比較を行う．図 5 に
格子追加後の Cp 分布を示す．さらに図 6 に図 3，図 5 で白
色の破線で示した y =+5 C~ +15 C，z = -10 C ~ 0 C の範囲に
おける格子追加前後の Cp 分布を示す．

３．遠方境界の影響緩和
通常使用される格子は図 4(a) 追加前のように，遠方境界
付近の格子が粗い．また，遠方境界位置から十分物体から
離れていないと遠方で境界条件として与えている一様流条
件を満たそうと，遠方境界付近の流れ場が非物理的な挙動
を示す．図 3 に示した後流面（x =2.0 C）の圧力係数分布
（以下，Cp 分布という）では翼の影響が遠方境界条件を与
えている上と右と下の境界にまだ残っており境界条件と干
渉している．この干渉という非物理現象を緩和する為に遠
方境界付近に格子を追加した．
図 5 格子追加後の Cp 分布（x =2.0 C）

図 3 従来の格子の Cp 分布（x =2.0 C）
３．１．格子追加範囲
追加した格子点は図 4(b) 追加後に示すように，(a) 追加
前の遠方境界付近に赤色の翼周方向 16 点，緑色のスパン
方向 8 点，黄色の翼垂直方向 8 点をそれぞれ追加した．ま
た，表 2 に格子追加前後の格子点数を示す．

(a) 追加前
(b) 追加後
図 4 格子追加後の C-H 格子
表2

格子追加前後の格子点数
(a) 追加前
(b) 追加後

総数

968,418

1,300,698

翼周方向数

201

217

翼面（翼周方向）

120

120

翼後流（翼周方向）

41

49

スパン方向数

66

74

翼面（スパン方向）

41

41

翼面外（スパン方向）

25

33

翼垂直方向数

73

81

(a) 追加前
(b) 追加後
図 6 格子追加前後の Cp 分布（x =2.0 C，白破線部）
図 3，図 5 の翼付近の後流面は Cp 分布の変化はみられな
かった．しかし，図 3 の上と右と下の境界において，一様
流条件が干渉し不自然となった Cp 分布が図 5 の追加後で
は改善された．また，図 6(a) 追加前についても y =13 C 付
近で Cp が一度減少してから増加する振動が観察された．
(b) 追加後は遠方境界付近の物理量の振動がなくなり，妥当
な物理量の変化となっているようにみられる．
空力係数について，揚力係数 CL は追加前後でそれぞれ
0.427109 ， 0.427303 と な っ た ． 抵 抗 係 数 CD は 追 加 前
0.058953，追加後 0.058981 で，0.28ct（1ct =110-4）のわず
かな差が生じた．格子を追加したのは翼の上下に 10 C 離れ
た遠方境界付近であり，翼付近の格子密度の変化はない．
そのため，物体表面積分で得られた空力係数の変化は小さ
く，ほとんど一致したと考えられる．
以上の結果から，遠方境界付近の格子を密にすることで，
同じ解析領域であっても物理的に妥当な流体現象を得るこ
とができる空間領域が広くなることがわかる．
４．解析領域の拡大
３．において，遠方境界付近に格子を追加することで，
境界条件として与えた一様流の影響を緩和できることを示
した．しかし，図 5 のように，現在使用している格子領域
では翼の上下面での物理量の変動が遠方境界まで及んでい
ることがわかる．そこで，解析領域を広くし，領域拡大前
後での後流の物理量の変化を比較することで，後流現象を
適切に捉えるために必要な遠方境界位置を考察した．
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４．１．解析領域の拡大範囲
解析領域が与える後流現象の変化の比較のために，翼か
ら遠方境界までの各領域を図 7 のように 2 倍にした．各方
向について，x 方向は-20 C ~21 C，y 方向は 0 C ~+30 C，
z 方向は-20 C ~ +20 C である．格子点数はどちらも表 2 の
(b) 追加後を用いているため，翼表面の格子を除いて相対的
に格子間隔は粗くなっている．また，格子分布は遠方境界
付近に格子を追加したものである．

(a) 拡大前
(b) 拡大後
図 7 解析領域拡大前後の計算格子
４．２．解析領域の拡大前後の比較
３．２と同様に，ここでも後流面（x =2.0 C）における
Cp 分布を比較する．図 8 に解析領域の拡大後の後流面を示
す．また，白色の破線で示した領域は y = +5 C ~ +15 C,
z = -10 C ~ 0 C である．

数の上昇領域が拡大後の方が小さく，拡大前では翼による
圧力上昇の影響を過大に評価していることが確認できる．
空力係数について，CL は拡大前後でそれぞれ 0.427303，
0.427773 となった．CD は 0.058981，0.059031 で，0.50ct の
差が生じた．翼表面上の最小格子幅は同じなので，拡大前
後の CD の差は 1ct 未満と比較的小さかったと考えられる．
以上から，実際の物理現象に近い領域を広く得るために
は，翼に対して上下に 20 C 以上の大きな領域を確保するか，
遠方の境界条件として与えている一様流条件を変える必要
があるといえる．
５．全エンタルピーを用いた計算格子の評価
５．１ 全エンタルピーの導入
３．２で遠方境界付近に格子を追加したもので物理量の
変化を比較した．また，４．２では遠方境界で与えている
一様流条件の影響を抑えるには大きな領域を確保するか，
遠方境界の条件を変える必要があることを示した．しかし，
具体的にどの程度遠方境界付近の格子を細かくする必要が
あるかに加え，領域を拡大したらよいかの指針は提示して
いない．遠方境界付近の物理量の振動の改善がみられたこ
とや，各領域を 2 倍にし Cp を比較したことを述べたのみ
である．そこで本節では，後流積分法[3]で導入されたエン
タルピー抵抗を利用してみることにした．境界の格子や境
界値の妥当性が数値解としてのエンタルピー抵抗に反映さ
れると考えるからである[4]．
本稿で可視化を行う全エンタルピーの一様流の差 ΔhT の
導出を行う．全エンタルピーhT は，以下の式で得られる．
𝛾𝛾𝛾𝛾
𝛾𝛾 � � �
(5.1)
∙ 𝑇𝑇 �� �
𝑀𝑀 �
ℎ � � 𝐶𝐶� 𝑇𝑇� �
𝛾𝛾 � �
2
ただし，Cp は定圧比熱，TT は全温度である．
𝛾𝛾 � � �
𝑀𝑀 �
𝑇𝑇� � 𝑇𝑇 �� �
2
𝛾𝛾
𝐶𝐶� �
𝑅𝑅
𝛾𝛾 � �

図 8 遠方境界拡大後の Cp 分布（x =2.0 C）
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(5.2)
(5.3)

したがって，一様流における全エンタルピーhT∞と全エンタ
ルピーの一様流との差 ΔhT は，
𝛾𝛾
𝑝𝑝�
𝛾𝛾 � � �
(5.4)
ℎ �� �
∙
∙ �� �
𝑀𝑀� �
𝛾𝛾 � � 𝜌𝜌�
2
𝛥𝛥𝛥 � � ℎ � � ℎ ��

(5.5)

この節では式(4.5)の ΔhT を用いて可視化する．
５．２ 遠方境界の格子追加と全エンタルピー
３．２．において格子追加前では境界付近で振動が現れ
ることが確認できた．この節では，遠方境界付近の格子の
粗密が ΔhT に与える影響を考察した．

図 9 領域拡大後の Cp 分布（x =2.0 C，白破線部）
拡大前の図 5 と拡大後の図 8 の Cp 分布を比較すると，
拡大前では上と右と下の境界に一様流条件を与えているた
め，物理量の変化が境界面に抑えられるような分布となっ
ていることがわかる．また，右下領域の Cp 分布を比較す
るため，図 9 に白色破断線で示した図 8 を拡大したものを
示す．拡大前の図 6(b) 追加後と図 9 を比較すると，圧力係

(a) 追加前
(b) 追加後
図 3，図 6(a)に対応
図 5，図 6(b)に対応
図 10 格子追加前後の ΔhT 分布（x =2.0 C，白破線部）
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図 10 は図 6 に示した後流面の同範囲を ΔhT について可視化
したものである．遠方境界で与えている一様流境界条件に
より，境界値の ΔhT が 0 になっている．(a) 追加前では遠方
境界の格子の粗さが広い領域にわたって影響を及ぼしてい
るのに対し，(b) 追加後では遠方境界の格子が密であること
から自然に分布しているようにみえる．したがって，ΔhT
を導入することで，遠方境界の物理量の分布が適切である
かを判断できると考える．
５．３ 解析領域の拡大と全エンタルピー
次に解析領域の広さと全エンタルピーの関係を可視化し
た．図 11 に 3 つの解析領域の比較を示した．表 3 に各領域
と格子数を示す．それぞれの解析領域は z の最大・最小値
で区別する．ここでの計算格子は，遠方境界付近に格子点
を追加したもので，後述の主流方向の格子成長率は 1.20 で
あり，クロスフロー面（スパン方向，翼垂直方向）の格子
数は 74×81 で 3 つとも同じである．

z = ±10 C

z
±10 C
±30 C
±50 C

z = ±30 C
図 11 解析領域の比較図

z = ±50 C

表 3 各計算格子の領域と格子数
xmax
ymax
（翼後縁~境界面） （対称面~境界面）
10.0
15.0
30.0
35.0
50.0
55.0

翼周方向
格子数
217
217
233

以上の過程から求めた ΔhT の可視化図を，左図に主流に
沿った断面（対称面 y = 0 C）と右図に x 方向に垂直な断面
（後流面 x = 2.0 C）をそれぞれ図 12～図 14 に示す．

図 12

z = ±10 C における ΔhT

図 13

z = ±30 C における ΔhT

図 14

z = ±50 C における ΔhT

図 12 と図 13 を比較すると，z = ±10 C のとき，全体に一
様流よりも大きな全エンタルピーが分布していたが，
z = ±30 C ではそれが改善されていた．z = ±10 C の場合では，
翼から遠方境界までの解析領域が不足していたことから，
遠方境界値に無理に合わせていた物理量の変化が現れたと
考えられる．また図 12～図 14 について，境界条件による
影響とみられる上境界に負，下境界に正の分布があらわれ
た．境界位置が翼から離れるほどその影響は緩和されたが，
z = ±50 C のときも下境界に ΔhT の増加がみられることから，
解析領域を拡大するだけでなく，境界条件の改善が必要で
あるといえる．
６．翼後縁から流出境界における主流方向格子変更
後流の情報が伝播する方向である翼後縁（x =1.0 C）から
流出境界（x =11.0 C）までの格子分布が与える物理量と
空力係数の変化を比較した．
６．１．格子分布
従来の格子の翼後縁から流出境界までの格子成長率は従
来の格子では 1.20 であるが，今回はこれを 1.05，1.10，
1.15，1.20 と 1.50，2.00，2.50 の計 7 ケースの計算を行った．
ここでは主流方向の格子分布に依存した流れ場の影響をみ
るために，クロスフロー断面である後流面（スパン方向，
翼垂直方向）の格子数と格子分布は一定とした．比較する
格子の例として，格子成長率 1.05，1.20，2.50 の対称面
（y = 0 C）における翼後縁付近の格子分布を図 15 に示す．
また，翼後縁から流出境界までの格子点数を表 4 に示す．

(a) 1.05

(b) 1.20

(c) 2.50
図 15 翼後縁付近の格子分布（y =0 C）
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表 4 翼後縁から流出境界までの格子点数
格子成長率
1.05
1.20
2.50
総数

2,067,930

1,30,0698

917,082

翼周方向数
翼後縁～
流出境界

345

217

153

113

49

17

６．２．可視化図と空力係数の比較
図 15 で示した格子の後流面（x =2.0 C）における翼端付
近の x 方向の流速分布を図 16 に示す．また，各格子成長率
の空力係数について，揚力係数，抵抗係数と格子成長率の
関係をそれぞれ図 17， 図 18 に示す．
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図 16 の x 方向の流速分布の可視化について，(a) 1.05 と
(b) 1.20 については，どちらも翼端渦の流速分布にほとんど
変化はみられなかった．しかし，(c) 2.50 については，渦中
心の速度の低下を捉えられていないことが確認できる．こ
れらの現象は，主流方向の格子分布が粗いと数値粘性によ
り，細かい流体現象を捉えられなかったためであると考え
られる．
空力係数について，今回比較した格子成長率の最大・最
小 で あ る 1.05 と 2.50 を 比 較 す る と ， CL は そ れ ぞ れ
0.426176，0.441049 となり，その相対差は 3.49%であった．
また，CD はそれぞれ 0.058874，0.060555 となり，2.86%の
差が生じた．図 17，図 18 より格子成長率と CL, CD の関係
は，どちらも格子成長率が増加するとともに線形に増加す
る関係が得られる．
この結果から，主流方向の格子分布の変化は後流面の物
理量分布と空力係数に大きな変化を与えることがわかる．
７．クロスフロー断面の格子追加
ここでは翼端渦を詳細に捉えるために必要な格子数や格
子分布を把握することを目的とし，クロスフロー断面を構
成するスパン方向（y 方向）と翼垂直方向（z 方向）の格子
を細分化した．

(a) 1.05

７．１．格子分布
後流面の格子分布は，スパン方向は y 方向+2.30 C ~
+2.50 C の範囲，翼垂直方向は z 方向+0.08 C ~ +0.28 C の範
囲で格子幅はコード長の 0.6%にした．翼後縁から流出境界
の格子成長率は 1.20 とし，主流方向の格子数と格子分布は
同じである．図 19 に従来の格子，スパン方向追加，翼垂直
方向追加，スパン方向と翼垂直方向追加の計 4 種類の後流
面（x =2.0 C）の格子分布を示し，表 5 に各格子の格子点数
を示す．

(b) 1.20

(c) 2.50
図 16 翼端付近の x 方向速度分布（x =2.0 C）
0.445

揚力係数CL

0.440
0.435

(a) 基本格子

0.430
0.425
1.00

1.50

2.00

(b) スパン方向追加

2.50

主流方向の格子成長率

図 17 主流方向の格子成長率と揚力係数の関係
0.0610

抵抗係数CD

0.0605
0.0600
0.0595

(c) 翼垂直方向追加

0.0590
0.0585
1.00

1.50

2.00

2.50

(d) スパン方向
＋翼垂直方向追加
図 19 各格子の後流格子分布（x =2.0 C）

主流方向の格子成長率

図 18 主流方向の格子成長率と抵抗係数の関係
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表5

基本格子
スパン方向追加
翼垂直方向追加
スパン方向＋
翼垂直方向追加

各格子種類と格子点数
スパン
総数
方向数
1,30,0698
74
2,144,394
122
2,071,482
74
3,415,146

122

翼垂直
方向数
81
81
129
129

７．２．各格子の可視化図と空力係数の比較
図 19 で示した格子種類での後流面（x =2.0 C）における
翼端付近の x 方向の流速分布を図 20 に示す．また，4 種類
の格子分布での空力係数を表 6 に示す．

(a) 基本格子

(b) スパン方向追加

(c) 翼垂直方向追加

(d) スパン方向＋
翼垂直方向追加
図 20 各格子での x 方向流速分布（x =2.0 C）

力の発生に伴う翼端渦の現象を詳細に捉えられたことで増
加したと考えられる．これらの傾向を一般化して論じるに
は，これらの解析例では足りない．各方向の格子細分化と
空力係数の関連についてのさらなる解析が必要である．
８．結論
遷音速の矩形翼における流れ場に対し，マッハ数 0.82，
レイノルズ数 3.0million，迎角は 4.86°で解析を行った．こ
れらの計算条件で既存の計算格子に対し，遠方境界の格子
追加や解析領域の拡大，後流面の格子の細分化を行い，後
流面の解析を行った．この結果から得られた知見を以下に
まとめる．
1. 遠方境界が物体から十分遠方でない場合，遠方境界付
近での流れ場が非物理的な挙動を示す．
2. 遠方境界が翼のMAC長の10倍程度離れた位置にある格
子は，遠方境界付近での格子の不足により物理量の変
化が不自然であったが，格子追加後は物理的に正しい
領域が広がった．空力係数の差は小さく，定量的にほ
とんど一致した．
3. 遠方境界を翼のMAC長の20倍程度離れた位置にしたと
き，流れ場の物理量の変化は正常となった．遠方境界
近傍の物理量変化の不連続性の改善には遠方境界を
20 C以上の位置にする必要がある．しかし，ΔhT は上
下境界に変動が残ることから，今後詳細に境界条件を
検討する必要がある．
4. 翼後縁から流出境界までの格子分布変更について，ウ
ェーク上の主流方向格子成長率が2.50の可視化図は
1.05と比較すると，2.50では翼端渦の速度の低下を捉
えられなかった．また，空力係数と格子成長率は正の
線形関係を示した．
5. クロスフロー断面の格子分布について，スパン方向は
主流方向の速度成分，翼垂直方向は渦中心の速度分布
の変化を与える．空力係数はスパン方向追加では小さ
くなり，翼垂直方向追加では大きくなった．また，翼
端付近の格子を細かくすることで翼端渦の丸みを再現
できたが，渦現象を詳細に捉えられなかった．今後は
さらに格子を細分化し高精度に計算することで，渦構
造の解析を進めたい．

表6

各格子種類と空力係数
CL
CD
0.427433
0.058994
基本格子
0.427045
0.058947
スパン方向追加
0.428187
0.059121
翼垂直方向追加
スパン方向＋
0.427810
0.059081
翼垂直方向追加
図 20 の x 方向の流速分布より，(b)スパン方向追加は (a)
基本格子と比較すると，翼端渦のスパン方向への数値拡散
の減少を確認でき，外部の流れを巻き込む現象が捉えられ
たことで主流方向の速度成分が大きくなった．また，(c)翼
垂直方向追加では基本格子と比較して翼端渦の形状に変化
はみられないが，渦中心の速度低下が捉えられた．さらに
(d)スパン方向+翼垂直方向追加では，渦位置の格子を等間
隔に配置していることで渦が鮮明になり円形に近い翼端渦
を捉えられた．しかし，渦構造を解明できるほどの細かな
渦現象を捉えられなかった．今後さらに翼端渦付近を細分
化し，格子分布を検討する必要があると考えている．
表 6 の空力係数について，基本格子とその他 3 種類の格
子の空力係数について比較すると，(b)スパン方向は CL が
0.3910-3，CD が 0.47ct でどちらも減少し，(c)翼垂直方向は
CL が 0.7510-3，CD が 1.27ct でどちらも増加した．CL は揚
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LS-FLOW によるエチレン燃料スクラムジェット燃焼器流れの解析
（燃焼ガス組成の比較）
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Numerical Simulation of Ethylene-fueled Scramjet Combustor Flow
by Using LS-FLOW Solver (Comparison of the Combustion Gas Composition)
by
Masahiro TAKAHASHI, Kiyoshi NOJIMA, Taro SHIMIZU, Junya AONO, and Toshihiko MUNAKATA
ABSTRACT

RANS simulation corresponding to combustion tests of an ethylene-fueled scramjet combustor model was conducted by using a JAXA inhouse solver LS-FLOW. For evaluation of the validity of the present CFD, the profiles of the combustion gas composition on the
combustor exit plane predicted by the CFD were compared with experimental ones measured by using a gas sampling rake probe. Good
agreement between the CFD and the gas sampling results was obtained at the center plane in the span-wise direction, but agreement was not
good for the profiles at the other planes. Influence of both the turbulent Schmidt number and the C2H4-Air combustion mechanism used for
the CFD on the numerical results were also examined. The turbulent Schmidt number showed strong influence on the numerical results and
the small value of 0.3 resulted in better agreement with the experimental results than 0.89 in the present case. It was also shown that the
difference of the combustion mechanisms did not show significant influence on the CFD results in the present case.
１．はじめに
スクラムジェットは、大気中を極超音速で飛行する機体
の推進系として期待されている空気吸い込み式エンジンで
ある。現在、その実用化を目指した研究開発が各国で盛ん
に行われている。スクラムジェットの燃料としては、当初、
反応性が良く、単位質量当たりの燃焼エネルギーが大きく、
また、大きな熱容量を持ちエンジン冷却の冷媒としても優
れた水素が有力視され、多くの研究が行われてきた。しか
し、水素は、低密度のため燃料タンクの大型化が避けられ
ず、また、極低温推進剤であるため複雑な供給システムや
運用が必要となる。一方、ジェット燃料に代表される炭化
水素系燃料は、常温貯蔵が可能であり、水素に比べてエネ
ルギー密度が数倍大きいので同じエネルギーを得るのに小
さな燃料タンクで済み、機体搭載性が良い 1)。このように、
炭化水素系燃料は、機体システム設計上の優れた特性を持
つため、近年、スクラムジェット燃料の有力候補として研
究が盛んに行われている。
JAXA 角田宇宙センターにおいても炭化水素を燃料とし
たスクラムジェット燃焼試験や燃焼 CFD に取り組んでい
る 2-4)。本研究は、JAXA 内製流体解析ソルバ LS-FLOW を
スクラムジェット燃焼 CFD に適用し、計算手法の確立、お
よび、実用計算による燃焼器流れの詳細解明とエンジン性
能向上の達成を目的としている。先報 4) では、エチレンを
燃料としたスクラムジェット燃焼試験 2,3) を解析対象とし
た燃焼 CFD を行い、壁圧分布の比較により計算手法の妥当
性評価と課題の抽出を行った。また、炭化水素燃料の複雑
な燃焼反応機構による計算コスト増加を抑える方法として
簡素な総括反応モデルの有用性についても検討した。本報
告では、同燃焼 CFD の燃料混合・燃焼過程の再現度を評価
するため、燃焼器出口面の燃焼ガス組成分布や当量比分布
について、CFD とガス採取試験結果との比較を行った。
２．スクラムジェット燃焼器試験
Fig.1 にスクラムジェット燃焼器供試体の形状を示す 2,3)。
燃焼器は長さ 742 ㎜の平行部と、長さ 635 ㎜の拡大部から
なる。平行部の断面形状は高さ 51 ㎜、幅 94.3 ㎜である。
拡大部は高さ方向の上下両側に半頂角 1.66 度で拡大し、そ

の出口断面形状は高さ 87.8 ㎜、幅 94.3 ㎜である。以下、拡
大部開始位置をエンジン軸方向（x 軸）の座標原点とし、
スパン方向（y 軸）と高さ方向（z 軸）の原点は平行部断面
の中心とする。平行部の下面（カウル）には 1 段燃料噴射
器が、拡大部の上面（天板）には 2 段燃料噴射器がそれぞ
れ設置される。燃料は常温のエチレン（C2H4）であり、各
噴射器の内部流路面に設けられた円孔から垂直噴射される。
1 段噴射器には、x= -186 ㎜位置に、直径 3 ㎜の円孔が y 軸
方向に 20 ㎜間隔で 4 個配置される。一方、2 段噴射器には、
x=129.5 ㎜位置に、直径 2 ㎜の円孔が 23.5 ㎜間隔で 3 個配
置される。また、各噴射器の下流には、内部に生じる低速
かつ温度が比較的高い循環流領域内で主流空気と燃料の一
部を混合燃焼させて保炎源とすることを意図した保炎キャ
ビティが設置される。1 段キャビティは、上流端位置 x=
-131 ㎜、深さ 15 ㎜、底面長さ 76 ㎜、後端ランプ角 30 度
である。2 段キャビティは、上流端位置 x=170.5 ㎜、深さ
11 ㎜、底面長さ 70.6 ㎜、後端ランプ角 22.5 度である。
燃焼試験は、JAXA 角田宇宙センターの基礎燃焼風洞に
おいて実施された。この風洞は、高圧気蓄器から供給され
る空気流に酸素と水素を付加して燃焼させることで気流総
温を高める燃焼加熱式（VAH：Vitiated Air Heater）の超音
速風洞である。酸素の付加は、燃焼加熱後の試験気流中に
残存する酸素量を大気組成と同じ 21 vol%に合わせるため
である。解析条件とした総圧 0.96MPa、総温 1950K の試験
気流中には、燃焼加熱による生成物として約 25 vol%の水
蒸気が含まれる。燃焼試験は、出口マッハ数 2.5 の矩形ノ

Fig. 1

Scramjet combustor model (ref.2)
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ズルの出口に燃焼器供試体を直接接続し、設備ノズル流の
境界層も含む全ての流れを供試体に流入させる直結方式で
実施された。燃焼試験の詳細は文献 2,3) を参照されたい。
ガス採取法 2)では、水冷式ガス採取管を 10 ㎜間隔で設置
したレークプローブを燃焼器出口に設置し、燃焼ガス流か
ら試料ガスを採取する。採取された試料ガスは、速やかに
反応凍結するよう採取管内で急速に膨張させられ、採取開
始直前まで真空に保持された配管を通じてガス採取容器に
収容される。そして、燃焼試験終了後、試料ガスを採取容
器内から取り出し、ガスクロマトグラフィ分析装置により
各化学種の濃度を測定する。1 回の試験で燃焼器高さ方向
（z 軸）に 9 点計測可能である。また、レークプローブ位
置を y=0 ㎜、-21 ㎜、-42 ㎜と変えて同一条件の試験を繰り
返し実施し、燃焼器出口面半分の 2 次元分布を取得した。
ここで、y=0 ㎜断面は、スパン方向の中央対称面であり、2
段噴射中央孔の真下流となる。また、y=-21 ㎜断面は、2 段
噴射外側孔（y=-23.5 ㎜）のほぼ真下流である。一方、y=-42
㎜断面は、燃焼器側壁からの距離が 5 ㎜の位置である。な
お、本ガス採取法では、高温燃焼ガス中に設置可能な水冷
式ガス採取管を用いており、採取した試料ガス成分のうち、
H2O については、採取管内の低温壁面に触れると凝縮して
しまうため濃度を正確に計測できない。さらに、燃焼器排
気 流 に 含 ま れ る H2O は 、 燃 料 の 燃 焼 に 由 来 す る も の
（「H2OP」と呼ぶ）と、試験気流の燃焼加熱により生成さ
れたもの（「H2OV」と呼ぶ）からなり、燃焼特性評価では
これらを区別する必要がある。ここでは、ガス採取法で計
測された H2、O2、N2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6 のモ
ル濃度と、VAH に供給された Air、H2 および O2 の質量流
量を入力として、各化学種を構成する原子モル濃度の保存
則を考慮した推算モデルにより、各計測位置の局所当量比
φおよび H2OP と H2OV のモル濃度を算出し、燃焼ガスの全
化学組成を求めた。
３．数値解法
本研究では、スクラムジェット燃焼器流れに対して、
JAXA 研究開発部門・第三研究ユニット(JEDI)の内製流体
解析ソルバ LS-FLOW を用いて RANS 解析を実施した。こ
こで用いた LS- FLOW は、主に外部空気流を解析対象とし
て開発された任意多面体非構造圧縮性流体解析ソルバ 5) を
ベースに、任意化学種・任意化学反応を考慮可能とした機
能拡張版である。反応生成項の時間積分法として ERENA
法 6) を実装しており、炭化水素系燃料の燃焼過程のように
化学種数が多い反応機構を効率的に計算できる。計算領域
内は全域乱流を仮定し、乱流モデルは Menter の SST-V モ
デル 7) を用いた。また、対流項の離散化には SLAU28) を用
いた。時間積分は、保存方程式の流体項と反応生成項を分
離して交互に時間発展させる分離解法を適用し、それぞれ
LU-SGS 法および ERENA 法を用いた。
C2H4-Air 反応モデルは、Mawid の 3 段総括反応モデル 9)
をベースとして、スクラムジェット燃焼 CFD 用に係数修正
された 2 組の 3 段総括反応モデル（「Eklund 7」、「Hassan
7」と呼ぶ）4, 9, 10)、および、Wang-Frenklach の詳細反応機
構 11) を元に Zambon-Chelliah が簡略化した C2H4/ CH4/ H2 燃
焼 Skeletal 反応モデル 12) を用いた（「Skeletal 31」と呼ぶ）。
3 段総括反応モデルでは C2H4、CO、CO2、H2、H2O、O2、
N2 の 7 化学種が考慮される。一方、Skeletal 31 は、31 化学
種 128 素反応式からなる。
乱流拡散混合の寄与に関わる乱流 Schmidt 数（ScT）は、
燃焼 CFD 結果に強く影響するパラメータの一つである。
ScT が解析結果及ぼす影響を把握するため、一般的に用い
られる ScT =0.89 と、過去の研究 13) で今回の解析条件と同
じ超音速燃焼モード時に試験結果と良い一致を示した

ScT=0.3 を用いた解析を行い、その影響を評価した。乱流
Prandtl 数は 0.9 とした。
計算は JAXA の JSS2 システムを用いて行った。

Fig. 2

Grid system (half-space in the y-direction)

４．計算結果および考察
計算格子および境界条件
計算格子を Fig.2 に示す。計算領域は、平行部の x=-720
㎜断面（設備ノズル出口から 22 ㎜下流）から拡大部出口面
（x=635 ㎜）までとした。また、スパン方向は、中央対称
面（y=0 ㎜）に対称境界条件を与え、y が正の領域のみを
解いた。計算格子は Pointwise / T-REX Master を用いて作成
した。総要素数は約 800 万要素であり、噴射孔付近やキャ
ビティ部に格子を密に配置した。壁近傍の高さ方向最小格
子幅は 10μとした。今回の計算条件で y+は、1 段噴射器よ
り上流の空気のみ流れる領域で約 2、また、下流の燃焼ガ
ス領域で 1 から 3 であった。
燃焼器平行部上流端の流入境界条件には、VAH プレナム
室、風洞ノズルおよび燃焼器平行部の一部を計算領域とし
た CFD により取得した主要物理量の断面分布を与えた。拡
大部出口面には超音速流出条件を与えた。燃焼器壁面は
non-slip/等温壁を仮定し、壁温は 700K とした。各燃料噴射
孔には長さ 15 ㎜の円管流路が付属し、その流入境界面には
当量比に応じた質量流量と噴射温度を与えた。
計算条件
試験気流条件は、総圧 0.96MPa、総温 1950K、マッハ数
約 2.5 である。燃料は常温の C2H4 で、1 段噴射器および 2
段噴射器が供給する燃料流量は、それぞれ当量比φで 0.13
および 0.37 に相当する量である。噴射温度は 280K とした。
流れ場の概要について
Fig.3 に、静温、燃料の燃焼により生成された H2OP の質
量分率、マッハ数の断面分布を示す。また、Fig.4 に y=10
㎜断面（1 段噴射孔を含む）と y=0 ㎜断面（2 段噴射孔を含
む）の静温分布を示す。ここに示した結果は Skeletal 31、
ScT =0.3 の結果であるが、その他の解析条件で求めた結果
でも同様な流れ場が得られている。
静温および H2OP 質量分率の断面分布には、各噴射器の
下流で静温の上昇と H2OP の生成が顕著に見られ、1 段燃料
と 2 段燃料はともに燃焼している。1 段燃料はキャビティ
までほぼ未燃状態で到達する。また、キャビティ内では、
燃料の一部が内部にできる循環領域に取り込まれ良く燃焼
しており、燃焼ガス温度は 2800K 近くまで上昇している。
この燃焼ガスとの接触により、燃料主流の燃焼が開始して
いる。一方、2 段燃料の燃焼は、1 段と同様にキャビティ内
の燃焼が保炎に寄与していると考えられるが、さらに、噴
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Fig. 3 Contours of temperature (top), produced H2OP(middle)
and Mach number (bottom) (Skeletal 31, ScT=0.3, x=const. plane)

Fig. 4

Contours of temperature (top: y=10mm, bottom: y=0mm)

射直後から燃料と空気との境界付近でも燃焼が保持されて
いる。1 段燃料と 2 段燃料の燃焼ガス流はそれぞれカウルと
天板に沿って流れ、両者の間を超音速空気流が流れている。
2 段燃料流量は 1 段の約 3 倍であり、燃焼ガス流は高さ方向
に幅広く分布している。マッハ数分布からは、壁付近の噴
射に伴う擾乱や燃焼ガス流の影響を受けて、超音速空気流
の高マッハ数領域が縮小・拡大している様子がわかる。
燃焼器出口面の燃焼ガス主要成分モル分率分布
燃焼 CFD および燃焼試験のガス採取結果から得られた燃
焼器出口面における主要化学種モル分率分布の比較を Fig.5
に示す。化学種毎に y=0 ㎜（中央対称面、2 段中央噴射孔
の真下流）、y=-21 ㎜（2 段外側噴射孔のほぼ真下流）、
y=-42 ㎜（側壁から約 5 ㎜位置）の結果を示した。各図の
縦軸は z 座標、横軸はモル分率である。燃焼 CFD の結果は
化学反応モデルおよび ScT 値毎に異なる線で、また、ガス
採取結果は丸印で示した。H2OP および H2OV は、それぞれ
燃料の燃焼および VAH 試験気流の燃焼加熱により生成さ
れた H2O を表す。ガス採取結果の各 H2O 量は、他の化学種
の計測値等から推算した値である。また、H2OTotal は H2OP
と H2OV の合計量である。
1 段噴射燃料（φ=0.13）の燃焼ガスが占めるカウル付近
（カウル壁は z=-43.9 ㎜）では、全ての y 断面で ScT =0.3 の
CFD とガス採取結果がよく一致した。この領域では、投入
燃料が少ないため、O2 がモル分率で約 0.15 と多く残ってい
る。一方、燃焼生成物のほとんどは CO2 と H2OP であり、
中間生成物である CO や H2 は微量である。これは、1 段燃
料が上流の平行部で噴射され、燃焼器出口まで長い距離が
あるので燃焼がよく進むこと、また、投入燃料が少なく燃
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焼ガス温度が最高で約 2000K と低いので熱解離の影響が小
さいことによる。
これに対して、2 段噴射燃料（φ=0.37）により燃料濃度
が高い天板付近（天板面は z=43.9 ㎜）では、y 断面毎に
CFD とガス採取結果の一致度が大きく変化し、カウル付近
とは異なる傾向が見られた。
まず、y=0 ㎜断面については、z=41mm を除いて、ScT =
0.3 の CFD とガス採取結果がよく一致した。天板付近では、
O2 が著しく消費され、CO2 や H2OP が多く生成されている。
また、中間生成物である CO や H2 が比較的多く残っており、
燃焼発熱過程がまだ進行中の状態と思われる。なお、z=41
㎜のガス採取結果は、y=-21 ㎜断面や y=-42 ㎜断面の天板付
近における燃焼ガス組成の z 軸方向分布と変化傾向が明ら
かに異なることから、計測不具合の可能性が高い。
次に、y=-21 ㎜断面だが、天板付近で CFD とガス採取結
果の各モル分率は大きく異なっている。CFD では、y=-21
㎜断面のモル分率分布は y=0 ㎜断面の分布と同様であり、
天板付近で O2 の大部分が消費され、CO2、H2OP、CO およ
び H2 が多く生成されている。しかし、ガス採取結果では、
O2 がモル分率で約 0.09 と多く残留し、CO2、H2OP、CO お
よび H2 の生成量は CFD の半分かそれ以下であった。H2OV
についても同様に天板付近で大きく異なっている。
y=-42 ㎜断面の天板付近についても、ガス採取結果で O2
が CFD より多く残留し、CO2 や H2OP の生成量が CFD の半
分かそれ以下である点は y=-21 ㎜断面の比較結果と同様で
ある。なお、y=-21 ㎜断面の結果と異なる点として、H2 と
CO の生成量が CFD とガス採取結果でともに少なく、両者
が概ね一致していることが挙げられる。これは、y=-42 ㎜
断面が燃焼器側壁まで約 5 ㎜と近い位置であり、さらに、
その天板付近は矩形燃焼器角部の淀んだ流れの中となるた
め、他の y 断面の天板付近より気流の滞留時間が長くなり、
燃焼がより進行したためと考えられる。
燃焼器出口面の当量比分布
次に、燃焼器出口における燃料の混合状態を比較するた
め、CFD とガス採取結果から算出した当量比φの分布を
Fig.6 に示す。
y=0 ㎜断面では、ScT =0.3 の CFD とガス採取結果がよく
一致した。ScT = 0.89 の場合、ScT =0.3 に比べ乱流拡散混合
が弱くなるため、燃料はカウルおよび天板の近傍に高濃度
で分布し、その間の領域の燃料濃度は逆に低くなる。
y=-21 ㎜断面および y=-42 ㎜断面においても、カウル付近
では、y=0 ㎜断面の結果と同様に、ScT =0.3 の CFD がガス
採取結果とよく一致した。しかし、天板付近では、CFD の
φはガス採取結果の 2 倍近く高い値となっており、先述の
燃焼ガス組成の比較と同様に、CFD とガス採取結果は大き
く異なっている。このφの違いは、主に、この領域に分布
する燃料濃度の違いによるものであり、両者の酸化剤濃度
は概ね一致している。
考察
今回、燃焼 CFD とガス採取結果の燃焼ガス組成分布や当
量比分布が良く一致したのは、各 y 断面のカウル付近、お
よび、y=0 ㎜断面の天板付近であった。カウル付近は、1
段噴射燃料の燃焼ガスが占めている。噴射位置から燃焼器
出口まで長い距離があるので燃焼がよく進むこと、また、
φが低く燃焼ガス温度も最高で約 2000K とそれほど高くな
いため熱解離の影響が小さいことから、燃焼生成物は主に
CO2 と H2OP である。一方、y=0 ㎜断面の天板付近は、2 段
噴射器から 1 段噴射の約 3 倍の流量の燃料が投入されるた
めφが高い。また、投入された燃料はよく燃焼しており、
燃焼器出口までに O2 の大部分が消費され、CO2 や H2OP が
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Fig. 5 Comparison of the mole fraction profiles of the combustor exhaust gas flow on the combustor exit plane between the present
CFD and the gas sampling test results; Abscissa: mole fraction of chemical species, (a) C2H4 (b) O2 (c) N2 (d) CO (e) H2 (f) CO2 (g)
H2Ototal (h) H2Oproduct (i) H2OVAG; Left figure: Y=0mm, Center figure: Y=-21mm, Right figure: Y=-42mm; Line color(Chemistry) –
Red: Skeletal 31, Green: Eklund 7, Blue: Hassan 7; Line type - Solid: ScT=0.3, Dashed: ScT=0.89; Yellow solid circle: Experiment.
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Fig. 6 Comparison of the equivalence ratio profiles on the combustor exit plane between the present CFD and the gas sampling test
results; Abscissa: equivalence ratio; Left figure: Y=0mm, Center figure: Y=-21mm, Right figure: Y=-42mm; Line color(Chemistry) –
Red: Skeletal 31, Green: Eklund 7, Blue: Hassan 7; Line type – Solid: ScT=0.3, Dashed: ScT=0.89; Yellow solid circle: Experiment
多く生成されている。その一方で、2 段噴射器から燃焼器
出口までの距離が短ため、中間生成物である CO や H2 も比
較的多く残っている。CFD は、こうした幅広い燃焼条件の
燃焼過程の特徴をよく再現している。なお、ガス採取法は、
中間生成物である CO や H2 の濃度を CFD と同等の値で検
出している。このことは、ガス採取管内で試料ガスの反応
凍結が良好に実現されていることを示す結果である。
これに対して、y=-21 ㎜断面および y=-42 ㎜断面の天板付
近では、CFD のφはガス採取結果の 2 倍近く高い値であり、
両者は大きく異なった。また、燃焼ガス組成についても、
CFD では、天板付近で O2 の大部分が消費され、CO2、H2OP、
CO および H2 が大量に生成されているのに対し、ガス採取
結果では、モル分率で 0.09 から 0.12 の O2 が残留し、各燃
焼生成物の濃度は CFD の半分かそれ以下という低さであっ
た。これらの不一致の原因として、ガス採取結果において、
燃料に由来する化学種の濃度が、その他の化学種の濃度に
対して相対的に低いことが考えられる。CFD とガス採取結
果がよく一致した y=0 ㎜断面と、両者が大きく異った y=-21
㎜断面の結果を、CFD とガス採取それぞれについて比較す
ると、CFD では、両断面の燃焼ガス組成やφの分布がほぼ
同じであるのに対し、ガス採取結果では、両断面の分布が
大きく異なっている。すなわち、これら 4 つの結果の中で、
y=-21mm 断面のガス採取結果だけが、他と大きく異なる傾
向を示している。y=0 ㎜および y=-21 ㎜のガス採取位置と、
2 段噴射器の中央噴射孔および外側噴射孔との相対位置関
係はほぼ同じである。また、各噴射孔には、共通の燃料マ
ニホールドから、チョーク条件を満たすのに十分な高圧で
燃料供給されるので、各噴射孔の燃料流量が大きく異なる
ことは考えにくい。これらの理由から、2 段噴射器の各噴
射孔から噴射された燃料の燃焼ガス流は基本的に同様な流
れとなり、CFD が示した y=0 ㎜断面と y=-21 ㎜断面の組成
分布が類似した結果の方が妥当であると思われる。天板付
近における CFD とガス採取結果との不一致の原因について
は、ガス採取結果に問題がある可能性も含めて検討を継続
している。
今回の燃焼 CFD では、異なる C2H4-Air 化学反応モデル、
異なる乱流 Schmidt 数（ScT）を適用した解析を行い、それ
らが解析結果に及ぼす影響について検討した。解析対象と
した超音速燃焼モードの試験条件では、乱流 Schmidt 数の
方が燃焼器出口断面の燃焼ガス組成分布に対して高い感度
を示し、一方、化学反応モデルの違いによる顕著な差は見
られなかった。これは、この燃焼流れ場が混合律速的であ
ることを示している。また、ガス採取結果とよい一致を示
したのは乱流拡散混合の寄与が大きい ScT =0.3 の結果であ
った。この値は、超音速燃焼モードの燃焼 CFD に関する先
行研究 13)でも試験結果を精度良く再現した値であり、本解
析でも同様の結果であった。

５．まとめ
JAXA 内製流体解析ソルバ LS-FLOW を用いて、エチレ
ンを燃料としたスクラムジェット燃焼器試験を対象に燃焼
CFD を実施した。燃焼 CFD の混合・燃焼過程の再現度を
検証するため、燃焼器出口面における燃焼ガス組成や当量
比の分布について、ガス採取試験結果との比較を行った。
ガス採取を行った y=0mm 断面（スパン方向中央面）の z
方向全域、および、y=-21mm 断面および y=-42mm 断面の
カウル付近については、CFD とガス採取結果のよい一致が
得られた。しかし、y=-21mm 断面および y=-42mm 断面の
天板付近については、CFD とガス採取結果が大きく異なっ
ており、その原因は検討中である。
今回解析対象とした超音速燃焼モード条件では、乱流
Schmidt 数が解析結果に対して高い感度を示した。ScT=0.3
と ScT=0.89 を比較したところ、乱流拡散混合がより進む
ScT=0.3 の CFD の方が試験結果とよく一致した。一方、異
なる C2H4-Air 化学反応モデルを適用した CFD も実施した
が解析結果に大きな違いは見られなかった。
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直交格子簡易カットセル法を用いた 3 次元複雑形状まわりの
格子生成法の研究
菅谷 圭祐（東京大学大学院），玉置 義治（東北大学），今村 太郎（東京大学大学院）

Grid Generation Around 3D Complex Geometries Using
Cartesian Simple Cut-Cell Method
by
Keisuke SUGAYA, Yoshiharu TAMAKI and Taro IMAMURA
ABSTRACT
Cartesian grid method is suitable for aerodynamic design of aircraft because its fast, automatic and robust grid generation alleviates labor and
time in numerical simulation. To improve simulation accuracy near wall in Cartesian CFD, we have proposed the method which extends wall
adjacent fluid cells to the wall. Thus, conservation laws are satisfied, and wall aligned grid can be generated without complicated exception
handling on arbitrary shaped objects. The objective of the present study is to examine the applicability of our method to grid generation
around 3D complex geometries. The grid around DLR-F4 is generated and shape reconstruction quality is examined. In addition, inviscid
flow calculations around NACA0012 and ONERA M6 are conducted.
１．序論
近年の地球温暖化現象や気候変動にともない，低環境負
荷な航空機の実現が望まれており，Blended Wing Body や
Strut Braced Wing のような，従来とは異なる機体形状を有
する航空機の研究が行われている 1,2)．従来とは異なる形状
を有する航空機の空力設計では，経験的・統計的な知識が
利用できないため，設計の初期段階から任意形状の機体の
性能を正しく評価できる数値流体力学（Computational Fluid
Dynamics, 以下 CFD）を利用して，開発に必要なコストの
増大といったリスクを減らす必要がある 3,4)．設計初期段階
から CFD を活用するためには，多数の異なる機体形状周り
の流体計算に必要な計算格子を繰り返し生成する必要があ
る．このような用途には，高速，自動，ロバストに格子生
成が可能である直交格子法が優れている．
直交格子法のみで物体周りに格子を生成すると，物体壁
面が階段状になる問題があるが，境界条件の工夫や，物体
近くの格子を変形することで，精度良く計算できることが
知られている 5-11) ．例えば計算格子と壁面の間をモデル化
する埋め込み境界法（Immersed Boundary method，以下 IB
法）5,6)や，物体と交差するセルを切断して壁に沿った格子
を生成するカットセル法 7,8)などが提案されている．IB 法は
生成された直交格子をそのまま利用するため，直交格子法
の格子生成の利点を損なわないが，保存則を満足しない欠
点がある．一方カットセル法は物体と交差するセルを切断
することで壁面に沿った格子を生成する．このため保存則
を満足するが，物体とセルの交差のパターンの網羅や体積
が極端に小さいセルに対応する処理の追加，複数に分断さ
れたセルに対応するための処理の追加が必要である 12-14)．
保存則を満足し，直交格子の階段状の壁面から形状再現
性を向上させる手法として，Harada らは簡易カットセル法
を提案した 9-10)．図 1 は翼の後縁のような薄い物体周りの，
簡易カットセル法で生成される格子である．簡易カットセ
ル法では，物体を含まない Fluid Cell の頂点から物体に向け
て線分を伸長し，Fluid Cell を拡大して壁に沿った格子を生
成する．このため IB 法と異なり保存則を満足する．またカ
ットセル法と異なり，場合分けの網羅と追加の処理が不要
である．この簡易カットセル法を用いた 2 次元計算では，
平板や翼型周りの流体解析等がなされている．また，筆者
らは Harada らの簡易カットセル法を改良し，3 次元に適用
可能な簡易カットセル法を提案している 11)．3 次元計算に
適用可能な手法では，球と翼の格子生成と，低マッハ数で
の球周りの流体計算がなされている 11)．

本研究は簡易カットセル法を用いた直交格子法の，現状
の達成点と今後の課題の理解を目的とし，簡易カットセル
法による航空機周りの格子生成と，遷音速での流体解析を
行う．はじめに，簡易カットセル法による格子生成法を説
明する．次に，テストケースとして航空機に対する格子生
成を行い，煩雑な処理なしに壁に沿った格子が生成可能で
あることを示す．次に，翼に対する遷音速流れの流体解析
を，簡易カットセル法と IB 法で行う．異なる手法での計算
結果を比較することで，簡易カットセル法の利点を示す．

図1

簡易カットセル法による翼後縁側での
格子生成の例

２．簡易カットセル法
２．１．直交格子の生成
四分木・八分木による直交格子生成では，図 2 のように
3 種類のセルから構成される計算格子が生成される．物体
を含まないセル，物体と交差するセル，物体の内側に生成
されるセルを，それぞれ Fluid Cell，Wall Cell，Body Cell と
定義する．また図 3 のような凹部で，Fluid Cell で向かい合
う 2 つの面が Wall Cell であるものは，Fluid Cell から Wall
Cell へと変更する．このため，ひとつの Fluid Cell が有する
Fluid―Wall のセル境界は，2 次元格子では最大 2 面，3 次元
格子では最大 3 面である．
２．２．壁面近傍の Fluid Cell の形状の修正
簡易カットセル法では，Wall Cell に隣接する Fluid Cell の
形状を修正することで，物体形状の再現性を向上させる．
はじめに，図 4 のように Fluid―Wall のセル境界に注目し，
セル境界を構成する頂点から物体に向けて線分を伸長する．
セル境界の頂点から物体に伸長する線分は，セル境界に垂
直な線分や物体壁面の法線，セル境界の頂点と物体の最近
傍を結ぶ線分などが利用できる．本研究では 3 次元の複雑
な形状を有する物体に適用するために，場合分けや例外処
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理が不要な，セル頂点と物体の最近傍を結ぶ線分を利用す
る．ある Fluid Cell が有する，全ての Fluid―Wall のセル境
界の頂点から線分を伸長すると，図 5 のようなセルが得ら
れる．図 5 の(1)は Fluid Cell の形状を修正する前の状態で
の，Fluid―Wall のセル境界であり，(2)は内側に埋没するセ
ル境界である．修正後の Fluid Cell を構成するのは，(3)の
Fluid―Fluid のセル境界，(4)の壁面境界，(5)の修正によっ
て追加された Fluid―Fluid のセル境界である．
Fluid Cell
Wall Cell
Body Cell

図 2 直交格子でのセルの分類

Wall Cell

Fluid Cell

図 3 Wall Cell に挟まれた Fluid Cell の取扱い

(1)

(2)

(2)

(1) Fluid – Wall cell face

(2) Line segments connecting
the vertices of the cell face and the wall

図 4 Fluid―Wall のセル境界を構成する頂点から
物体に向けた線分の伸長
(3)

(5)
(1)
(2)
(5)

(4)

Body

図 5 修正された Fluid Cell とそのセル境界
２．３．流体計算に必要な情報の計算
流体計算に必要な計算格子の情報には，セル境界の面積
ベクトルや Fluid Cell の体積などがある．修正後のセルを
構成するセル境界は，セル境界を構成する頂点が必ずしも
同一平面上に存在しないことから，単純には面積ベクトル

等を決定できない．そのため，セル境界が双一次曲面であ
ることの仮定や，複数の三角形への分割が必要である．本
研究では双一次曲面を仮定して，流体計算に必要な面積ベ
クトルとセル境界中心を計算する．また体積とセル中心の
計算は，Gauss の発散定理を利用して計算する．
３．航空機周りの格子生成
簡易カットセル法による航空機周りの格子生成のテスト
ケースとして，DLR-F415) に対する格子生成を行う．DLRF4 の 形 状 デ ー タ に は ， 1st AIAA CFD Drag Prediction
Workshop16)で公開されている IGES データを利用して生成
した STL データを利用する．入力形状は翼と胴体の二種類
の STL データから構成され，翼が胴体内部に入り込み，そ
の交線が陽に表現されていない形状データとなっている．
簡易カットセル法の格子は，空力平均翼弦長𝑐𝑐��� と最小格
子幅Δ𝑥𝑥��� の関係が𝑐𝑐��� /Δ𝑥𝑥��� � ��の格子（Coarse Grid）
と，184の格子（Fine Grid）の二種類を用いる．
図 6 から図 8 は，入力 STL データと簡易カットセル法で
生成される格子の，全体像，翼端部，翼根部である．ただ
し簡易カットセル法による格子は，壁面境界のみ可視化し
てある．また図 6 は，Coarse Grid と Fine Grid で同じような
全体像であるため，Coarse Grid のみを示す．図 6 から，入
力 STL データと簡易カットセル法の格子は，全体像では違
いが目立たない．また図 7 の翼端部の拡大図では，簡易カ
ットセル法の格子は入力 STL データと同じような形状であ
る．簡易カットセル法による格子生成では，壁面近傍の
Fluid Cell を物体側に向けて拡大する単純な修正で，階段状
の壁面から形状再現性が向上している．通常のカットセル
法では，翼の後縁で Fluid Cell が複数に分断された Split Cell
が生じ，直交格子法によく利用される八分木のデータ構造
を崩す必要がある．このため Split Cell に対応する追加の処
理が必要である．また後縁の角がセルに入り込み，これに
対応する場合分けが必要である．簡易カットセル法では追
加の処理や場合分けの網羅なしに，壁に沿った格子が生成
可能である．一方，図 8 の翼根部では，翼胴結合部で形状
再現性が低下する．簡易カットセル法では，Fluid Cell と壁
面の最近傍の点を結ぶことでセルを拡大しているため，翼
胴結合部のような特徴線を捉えられない．ただし，図 8 の
(b)と(c)から，翼胴結合部の形状再現性は，最小格子幅をよ
り小さくすることで向上する．
以上から，簡易カットセル法では航空機のような複雑な形
状に対し，従来のカットセル法で必要な追加の処理と場合分
け網羅なしに，壁に沿った格子が生成可能である．ただし，
凹部での形状再現性は低下するため，改善が必要である．
４．非粘性流れでの簡易カットセル法と IB 法の比較
簡易カットセル法と IB 法を用いて，翼型，翼周りの遷音速
非粘性流解析を行う．計算対象は，NACA0012 と ONERA
M617)である．表 1 は計算手法である．IB 法では壁に沿った格
子が得られないため，単純には壁面での圧力係数分布を可視
化できない．本研究では簡易カットセル法と IB 法の計算結果
の可視化には，入力形状データに射影したものを利用する．
表 1. 簡易カットセル法と IB 法の計算手法
支配方程式
圧縮性 Euler 方程式
離散化手法
セル中心有限体積法
勾配計算
重み付き最小二乗法
線形補間（簡易カットセル法）
空間高次精度化
2 次精度 MUSCL（IB 法）
非粘性流束評価
SLAU
勾配制限
Barth-Jespersen
時間積分
MFGS 陰解法（局所時間刻み）
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(a) 入力STLデータ
(a) 入力STLデータ

(b) Coarse Grid
(b) Coarse Grid

図 6 全体像

(c) Fine Grid
(c)
Grid
図 8Fine
翼根部

(a) 入力STLデータ
(a) 入力STLデータ

(b) Coarse Grid
(b) Coarse Grid

(c) Fine Grid
(c)
Grid
図 7Fine
翼端部
図 7 翼端部

図 8 翼根部
４．１．NACA0012
４．１．NACA0012
NACA0012 の 形 状 に は ， NASA Turbulence Modeling
18)で公開されている
NACA0012
の形状には，
NASA
Turbulence
Modeling
sharp
trailing
edge の形状定義式
Resource
18)で公開されている sharp trailing edge の形状定義式
Resource
を利用する．計算条件は一様マッハ数が𝑀𝑀� � 0�����，迎
を利用する．計算条件は一様マッハ数が𝑀𝑀
0�����，迎
角が�
� 1�2������である．簡易カットセル法と
法の計算
� �IB
角が� � 1�2������である．簡易カットセル法と IB 法の計算
格子は，直交格子の生成までは共通であり，どちらも最小
格子は，直交格子の生成までは共通であり，どちらも最小
格子幅を指定して計算格子を生成する．本研究では空力平
格子幅を指定して計算格子を生成する．本研究では空力平
均翼弦長𝑐𝑐��� と最小格子幅Δ𝑥𝑥��� の関係が，𝑐𝑐��� /Δ𝑥𝑥��� �
均翼弦長𝑐𝑐
��� と最小格子幅Δ𝑥𝑥
��� の関係が，𝑐𝑐��� /Δ𝑥𝑥
��� �
100の格子（Coarse
Grid）と，200の格子（Medium
Grid），
100の格子（Coarse
Grid）と，200の格子（Medium
Grid），
400の格子（Fine Grid）の三種類を用いる．また計算結果は，
400の格子（Fine Grid）の三種類を用いる．また計算結果は，
物体適合格子流体ソルバ
SU219) の計算結果と比較する．
物体適合格子流体ソルバ
SU219) の計算結果と比較する．
SU2
の計算手法は表 2 である．SU2
の計算格子には非構造
SU2
の計算手法は表 2 である．SU2 の計算格子には非構造
三角形格子で，翼型上には上下面合計で
1000 点の格子点が
三角形格子で，翼型上には上下面合計で 1000 点の格子点が
存在する格子を利用する．
存在する格子を利用する．
図 9 は Medium Grid での簡易カットセル法と IB 法の計算
図 9 は Medium Grid での簡易カットセル法と
IB 法の計算
結果の比較である．図
10，図 11 はそれぞれ簡易カットセル
結果の比較である．図
10，図 11 はそれぞれ簡易カットセル
法と
IB 法の，異なる最小格子幅での計算結果の比較である．
法と
IB 法の，異なる最小格子幅での計算結果の比較である．
図
9 から，簡易カットセル法と
SU2 は上面の衝撃波の位置
図 9 から，簡易カットセル法と
SU2 は上面の衝撃波の位置
が一致する．一方
IB 法では，衝撃波の位置は
SU2 よりも後
が一致する．一方
IB 法では，衝撃波の位置は SU2 よりも後
方である．図 10 より，簡易カットセル法では最小格子幅を
方である．図
10 より，簡易カットセル法では最小格子幅を
変更しても，上面の衝撃波の位置は変動しない．一方図
11
変更しても，上面の衝撃波の位置は変動しない．一方図
11
の IB 法の計算結果では，最小格子幅を変更すると，上面の
の IB 法の計算結果では，最小格子幅を変更すると，上面の
衝撃波の位置が上流側に移動する．IB
法で衝撃波の位置が
衝撃波の位置が上流側に移動する．IB 法では保存則を満足
法で衝撃波の位置が
最小格子幅に依存すること原因は，IB
最小格子幅に依存すること原因は，IB 法では保存則を満足
しないことや，境界条件を与えるために利用する
Image
しないことや，境界条件を与えるために利用する
Image
Point
の位置に任意性があることなどが考えられる．一方簡
Point
の位置に任意性があることなどが考えられる．一方簡
易カットセル法では，壁面に沿った格子を生成するため，
易カットセル法では，壁面に沿った格子を生成するため，
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物体適合格子の境界条件を利用できる．これは IB 法と比べ
て優位である．
以上から，簡易カットセル法は IB 法と比べて，より少な
い格子でも衝撃波の位置が物体適合格子の計算結果と一致
する．また衝撃波の位置は最小格子幅に対する依存性が小
さい．
表 2 SU2 の計算手法
支配方程式
圧縮性 Euler 方程式
離散化手法
セル節点有限体積法
勾配計算
重み付き最小二乗法
非粘性流束評価
JST
勾配制限
Venkatakrishnan
時間積分
FGMRES + LU-SGS

図 9 NACA0012 簡易カットセル法と IB 法の計算
結果の比較

図 10

NACA0012 簡易カットセル法の計算結果

図 11

４．２．ONERA M6
ONERA M6 の形状データは，NASA Turbulence Modeling
Resource18)で公開されている STP データから生成した STL
データを用いる．計算条件は一様マッハ数が𝑀𝑀� � 0������，
迎角が� � 3�06�����である．簡易カットセル法と IB 法の計
算格子には，空力平均翼弦長𝑐𝑐��� と最小格子幅Δ𝑥𝑥��� の関係
が，𝑐𝑐��� /Δ𝑥𝑥��� � �32の格子（Coarse Grid）と，265の格子
（Medium Grid），529の格子（Fine Grid）の三種類を用い
る．図 12 は入力形状データである．また計算結果は文献 17)
の実験値と比較する．
図 13 は簡易カットセル法の Medium Grid での圧力係数の
計算結果で，λ型の衝撃波を捉えている．翼面上の線は，
semi-span の 44%と 80%の位置である．図 14，15，16 は
semi-span の 44%と 80%の圧力係数の計算結果で，それぞれ
Medium Grid での簡易カットセル法と IB 法の比較，簡易カ
ットセル法の異なる格子サイズでの計算結果の比較，IB 法
の異なる格子サイズでの計算結果の比較である．図 14 より，
簡易カットセル法と IB 法の計算結果は，実験値と概ね一致
している．ただし，衝撃波の位置は，簡易カットセル法と
IB 法のどちらも実験値よりも後方である．これは，非粘性
流解析のため境界層の影響を考慮できていないことが原因
だと考えられる．図 14 では，80% semi-span での前側の衝
撃波の位置が簡易カットセル法と IB 法計算結果で大きく異
なる．この 80% semi-span での前側の衝撃波の位置について，
Nakahashi6)と van der Vegt ら 20)の，同じ計算条件の物体適合
格子での非粘性流解析の計算結果と比較したものが表 3 で
ある．ただし，衝撃波の位置は，圧力係数が不連続となる
場所の上流側と下流側の位置の中間である．表 3 から，簡
易カットセル法での衝撃波位置の計算結果は文献値と一致
している．一方 IB 法の計算結果は，簡易カットセル法と物
体適合格子よりも衝撃波の位置が後方である．また，図 15，
16 から，簡易カットセル法での計算結果では衝撃波の位置
は，IB 法の計算結果と比較して最小格子幅に対する依存性
が小さい．前節の NACA0012 の非粘性流解析と同様に，簡
易カットセル法では物体適合格子と同じ境界条件を利用で
きる．このため IB 法と比較して，衝撃波の位置をより正確
に計算できると考えられる．
以上から，簡易カットセル法による計算結果は IB 法と比
較して，衝撃波の位置が文献値と一致する．また衝撃波の
位置は，IB 法よりも最小格子幅に対する依存性が小さい．
表 3 80% semi-span での前側の衝撃波位置の比較
局所翼弦長
に対する
衝撃波位置
簡易カットセ
Present
30%
(Fine Grid)
ル法
IB 法
33%
29%
Nakahashi 6)
van der Vegt ら 20)
29%

NACA0012 IB 法の計算結果
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図 12 ONERA M6 入力 STL データ

(a) 44% semi-span

図 13 ONERA M6 翼上面の圧力係数分布

(b) 80% semi-span
図 15 ONERA M6 簡易カットセル法の計算結果

(a) 44% semi-span

(a) 44% semi-span

(b) 80% semi-span
図 14 ONERA M6 44%, 80% semi-span における
圧力係数分布の簡易カットセル法と IB 法の比較
(b) 80% semi-span
図 16 ONERA M6 IB 法の計算結果

This document is provided by JAXA.

170

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-18-005

５．結論
本研究では簡易カットセル法を用いた直交格子法の，現
状での達成点と今後の課題の理解を目的として，簡易カッ
トセル法による DLR-F4 に対する格子生成と，NACA0012
と ONERA M6 に対する遷音速非粘性流解析を行った．
DLR-F4 に対する格子生成は，直交格子の状態から壁面近
くの Fluid Cell を拡大することで，煩雑な場合分けや追加の
処理なしに壁に沿った格子が生成可能であった．ただし，
翼胴結合部のような凹部では形状再現性が低下した．
NACA0012 に対する非粘性流解析は，簡易カットセル法と
IB 法，物体適合格子 SU2 による計算結果を比較した．簡易
カットセル法と SU2 の計算結果は，翼上面の衝撃波の位置
が一致した．一方 IB 法の計算結果は他の手法の計算結果と
比較して，衝撃波の位置が後方であり，また最小格子幅を
変更すると衝撃波の位置が移動した．ONERA M6 周りの計
算は簡易カットセル法と IB 法の計算結果を，実験値や物体
適合格子での計算結果の文献値と比較した．簡易カットセ
ル法の計算結果は，衝撃波の位置が実験値よりも後方であ
ったが，物体適合格子での計算結果の文献値と一致した．
一方 IB 法の計算結果は，衝撃波の位置が簡易カットセル法
の計算結果よりも後方で，最小格子幅を変更することで，
衝撃波の位置が移動した．以上から，簡易カットセル法は
IB 法と比べて，より少ない格子でも衝撃波の位置が物体適
合格子の計算結果と一致する．また衝撃波の位置は最小格
子幅に対する依存性が小さいことが明らかになった．
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Euler 方程式と拡張 Burgers 方程式に基づく
前進翼平面形におけるソニックブーム強度の数値的調査
岸 祐希*1，金崎 雅博*1，牧野 好和*2
*1
首都大学東京大学院，*2 宇宙航空研究開発機構

Numerical Investigation of Sonic Boom Strength for Forward-Swept Wing
Based on Euler Equation and Augmented Burgers Equation
by
Yuki KISHI, Masahiro KANAZAKI, Yoshikazu MAKINO
ABSTRACT

The study involved investigating the aerodynamic performance of several wings with different leading edge angles to validate the usefulness
of a forward-swept wing in significantly reducing sonic boom at supersonic cruise. A total of 13 wing-body-engine nacelle configurations
for supersonic business jet model were defined with varying wing planforms; the associated aerodynamic drag was evaluated using the threedimensional compressive Euler equation, and the augmented Burgers equation was used to evaluate the acoustic level of the sonic boom. The
calculated results for supersonic cruise conditions indicated that the maximum acoustic level of the sonic boom of a forward-swept wing was
approximately 4.8 PLdB lower than that of the original backward-swept wing. Furthermore, a forward-swept wing reduced the aerodynamic
drag as effectively as a backward-swept wing in supersonic cruise. The sonic boom signature on the ground level indicated that forwardsweeping of the wing led to multi-peaks signature on the bottom peak of the trailing sonic boom, and thus, the forward-swept wing could
reduce the intensity of trailing sonic boom.
１．序論
超音速旅客機の実用化にあたっては巡航時のソニックブ
ーム強度と空力抵抗の同時低減が重要課題であり，日本で
も抵抗低減やソニックブーム強度低減に向けた多くの検討
1~5)が行われてきた．しかしながら，宇宙航空研究開発機構
（Japan Aerospace Exploration Agency：JAXA）の研究開発事
業において静粛超音速機実現に向けて掲げた技術目標 6)
（「ソニックブーム 85PLdB 以下」，「巡航揚抗比 8.0 以
上」，「離着陸騒音 ICAO ch.14 適合」，「構造重量 15%削
減」）の同時達成には既存のコンセプトにはない革新的な
設計も必要になると考えられる．抵抗低減の観点から超音
速機に有望とされてきたデルタ翼やクランクドアロー翼で
は，主に機体後方で揚力を受け持つことになるため，理想
的にソニックブーム強度を低減させる Darden の分布 7)（揚
力分布から求められる等価断面積分布と機体断面積分布の
和）を満たすような揚力分布を得ることは限界がある 3,5)．
したがって，抵抗低減とソニックブーム強度低減が両立で
きる，従来にはない新しいコンセプトの検討が求められる．
そうしたコンセプトのひとつとして，堀之内により提案
された可変前進翼を採用した概念が挙げられる 8)．この文
献内において，パネル法に基づくポテンシャル計算と風洞
試験によって，前進翼がデルタ翼やクランクドアロー翼な
どの後退翼に比べて後端ブームを小さくできる可能性が示
された．これは，前進した翼端から生じるマッハコーンに
沿った圧力伝播が，機首先端から生じるマッハコーンより
先行すれば，揚力等価断面積が前方にシフトし，実際の機
体断面積を増加させることなく，等価断面積分布の最適化
による低ブーム化が達成できることを示している．空力性
能向上とソニックブーム強度の同時低減という観点から，
前進翼が後退翼よりも優れており，現在の技術目標に近い
解であると言える十分な検証がなされれば，前進翼コンセ
プトは将来の超音速旅客機の翼平面形として期待できる．
しかしながら，超音速前進翼機による低ブーム化の詳細
な検討例は少ない．文献 8)による検討でも単一の翼形状の
評価に留まっていることに加え，数値計算で用いられた線
形ポテンシャル計算は，機体近傍場での 3 次元的な圧力伝
播が直接計算できていないことから，ソニックブーム強度

推算の精度が十分とは言えない．そこで本研究では，超音
速巡航時における前進翼のソニックブーム強度を主翼の前
縁前進角ごとに数値計算により求め，クランクドアロー翼
と比較を行う．ソニックブーム強度を求めるための数値計
算には，空間の圧力伝播も考慮できる Euler 方程式に基づく
数値流体力学（Computational Fluid Dynamics：CFD）と拡張
Burgers 方程式を用いた．これらの考察を通して前進翼機に
ついての基礎的な空力的な知見の獲得を行った．
２．検討対象とする機体緒元
本研究は JAXA で現在検討が進められている超音速ビジネス
ジェット機（Supersonic business jet：SSBJ）のコンセプトモデ
ル（第 1 図）1)をベースライン形状と定義し，全機形態（主
翼・胴体・尾翼・エンジンインテーク統合形態）での空力計
算を実施する．主翼平面形による空力性能の変化に注目し，
第 2 図(a)のとおり定義する主翼外翼の後退角を第 2 図(b)のよ
うに変化させる．翼型分布は第 3 図に示すベースライン形状
と同様とする．主翼以外のコンポーネントはベースライン形
状と同形状とする．検討する平面形の諸元を第 1 表に示す．

第 1 図 JAXA が検討している低ブーム SSBJ のコンセプト
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(a) 前縁後退角の定義
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(b) 比較する平面形
第 2 図 主翼平面形の概形
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第 3 図 ベースライン形状の翼型
第1表

平面形の諸元
45.3 m2

翼面積

2.6

アスペクト比
前縁後退角
テーパー比

内翼

76°

外翼

52°, 50°, 40°, …, -50°, -52°

内翼

0.40

外翼

0.14

３．空力評価手法
３．１ 評価の流れ
機体重量と揚力が釣り合うこと（� � �）と，トリム安
定が取れること（𝑋𝑋�� � 𝑋𝑋�� ）を考慮する．水平飛行で巡航
（飛行高度 � � ���������，巡航マッハ数 𝑀𝑀� � 1��）してい
る状態を考える．重心と風圧中心位置が同じ点となるよう
水平尾翼舵角を決定することによって，トリム安定となる
ものと考える．これらの制約下における空力係数の評価手
順を第 4 図に示す．まず，トリム安定となる尾翼舵角を求
めるために，ポテンシャル方程式に基づく数値計算によっ
てふたつの尾翼舵角での風圧中心位置を計算する．主流に
対して尾翼の迎角が小さいとき，尾翼舵角と風圧中心位置
が 1 次関数の関係にあると仮定し，重心と風圧中心位置が
一致するトリム舵角を推算する．最後にトリム舵角で揚力
と重力が釣り合う巡航迎角を求め，Euler 方程式に基づく数
値計算で得られた空力評価値を検証に用いる．
３．２ 空力とソニックブーム強度の評価方法
３．２．１ 空力の評価
トリム安定点を求める際の計算には，JAXA で開発され
たポテンシャル方程式のソルバである CAD-based Automatic
Panel Analysis System(CAPAS)9) を用いる．揚力制約を満た
すトリム安定点での空力評価には，第 1 式に示す 3 次元圧
縮性 Euler 方程式を解く．
𝜕𝜕
� ��� � � � � ��� � �
𝜕𝜕𝜕𝜕 �
�

る Multipole Analysis14)で修正する．Multipole Analysis は第 5
図に示すように，圧力分布を各極の分布に分けて減衰量を
それぞれ推算することによって非軸対称成分の減衰を適切
に扱うことができ，近傍場の情報を用いて本来遠方で起こ
る周方向の減衰を計算することができる．そのため
Multipole Analysis を用いて近傍場波形を修正することで，
一次元的な波形伝搬を求めることができる．
修正した機体近傍場圧力波形から第 2 式に示す拡張
Burgers 方程式によって衝撃波の厚みが有限である地上のソ
ニックブーム波形を取得する 15)．拡張 Burgers 方程式は，
波線に沿った圧力差の勾配を第 2 式第 1 項の有限振幅音波
の非線形性と，第 2 式第 2 項の大気の熱粘性による減衰効
果の和で表した Burgers 方程式に，第 3 式の通り表される大
気の成層化効果，第 4 式に示すマッハ円錐の幾何拡張効果，
第 5 式に示す大気中の分子の振動緩和による減衰効果を加
えた式である．
𝜕𝜕𝜕𝜕 � � 1 1 𝜕𝜕𝜕𝜕�
1 𝜕𝜕𝜕𝜕
�
�
𝜕𝜕 � � � � � 𝑐𝑐
𝜕𝜕𝜕𝜕
2 2𝜌𝜌� 𝑐𝑐�� 𝜕𝜕𝜕𝜕
2𝐴𝐴 𝜕𝜕𝜕𝜕
1 𝜕𝜕�𝜌𝜌� 𝑐𝑐� �
��
2𝜌𝜌� 𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝛿𝛿 𝜕𝜕 � 𝑝𝑝
�� � �
2𝑐𝑐� 𝜕𝜕𝜕𝜕
�∆𝑐𝑐�� 𝜏𝜏�
𝜕𝜕 �� 𝜕𝜕 � 𝑝𝑝
�1 � 𝜕𝜕� �
𝑐𝑐 � �
�
𝜕𝜕𝜕𝜕 �
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑐𝑐�

(2)
(3)
(4)
(5)

�

本研究では拡張 Burgers 方程式より推算された地上波形から
ソニックブーム強度評価手法である BoomMeter16)を用いた
周波数解析により知覚騒音レベル（Perceived level：PL）17)
を求め，ソニックブーム強度の大小を考察する．

尾翼舵角①

尾翼舵角②

ポテンシャル計算
（4 迎角計算）

ポテンシャル計算
（4 迎角計算）

巡航迎角を決定
（揚力と迎角の関係性）

巡航迎角を決定
（揚力と迎角の関係性）

ポテンシャル計算
（巡航迎角）

ポテンシャル計算
（巡航迎角）

トリム安定時の尾翼舵角を決定
（風圧中心位置と尾翼舵角の関係）

(1)

時間積分は Lower-Upper Symmetric Gauss-Seidel（LU-SGS）
陰解法 10)，非粘性流束の評価は近似リーマン解法の HartenLax-van Leef-Einfeldt-Wada（HLLEW）法 11)を用いる．計算
格子は六面体，四面体，ピラミッド，プリズムからなるハ
イブリッド非構造格子とする．Euler 計算と格子生成には，
JAXA で 開 発 さ れ た 高 速 非 構 造 流 体 ソ ル バ FAST
Aerodynamic Routines（FaSTAR） 12) と，自動格子生成ソフ
ト HexaGrid13)をそれぞれ用いた．FaSTAR の実行にあたっ
ては，JAXA Supercomputer System 2（JSS2）を利用した．
３．２．２ ソニックブーム強度の算出方法
ソニックブーム強度の評価には，Euler 計算により得られ
た近傍場圧力波形を，近傍場・中間場マッチング手法であ

Euler 計算
（3 迎角計算）

巡航迎角を決定
（揚力と迎角の関係性）

Euler 計算
（巡航迎角）

巡航時の空力係数取得

第4図

空力係数取得の手順
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(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)

第5図
第5図

近傍場波形を元に多重極分布
近傍場波形を元に多重極分布
を算出
を算出
各極における減衰量を計算
各極における減衰量を計算
減衰を加味した多重極分布を
減衰を加味した多重極分布を
再び合成
再び合成

Multipole Analysis の概念図
Multipole Analysis の概念図

４．結果と考察
４．結果と考察
４．１ 前進・後退角による解の傾向
４．１
前進・後退角による解の傾向
圧力抗力係数𝐶𝐶
�� を横軸，ソニックブームの知覚騒音レ
圧力抗力係数𝐶𝐶�� を横軸，ソニックブームの知覚騒音レ
ベル PL を縦軸として巡航状態における各前進・後退角ごと
ベル
PL を縦軸として巡航状態における各前進・後退角ごと
の計算値のプロットを第
6 図に示す．灰色の矢印の方向が
の計算値のプロットを第 6 図に示す．灰色の矢印の方向が
低抵抗・低ブームの方向である．各プロットの色は外翼の
低抵抗・低ブームの方向である．各プロットの色は外翼の
𝛬𝛬値を表しており，赤に近いほど𝛬𝛬値が大きく（後退角が大
𝛬𝛬値を表しており，赤に近いほど𝛬𝛬値が大きく（後退角が大
きい），青に近いほど𝛬𝛬値が小さい（前進角が大きい）．
きい），青に近いほど𝛬𝛬値が小さい（前進角が大きい）．
第 6 図より，概ね前進・後退角で色付けをした矢印の方向
第 6 図より，概ね前進・後退角で色付けをした矢印の方向
に後退・前進スイープの計算結果が求められた．すなわち，
に後退・前進スイープの計算結果が求められた．すなわち，
𝛬𝛬値を小さくしていくと， 𝐶𝐶�� と PL 値はある𝛬𝛬値まで上が
𝛬𝛬値を小さくしていくと， 𝐶𝐶�� と PL 値はある𝛬𝛬値まで上が
り，その後に下がる傾向となった．このことから超音速巡
り，その後に下がる傾向となった．このことから超音速巡
航時の空力抵抗とソニックブーム強度の同時最小化を考え
航時の空力抵抗とソニックブーム強度の同時最小化を考え
るとき，前進翼の採用は有効な選択肢であると言える．前
るとき，前進翼の採用は有効な選択肢であると言える．前
進角をもつ翼は後退角のついた翼よりも低い PL 値を示し，
進角をもつ翼は後退角のついた翼よりも低い
その低減幅は最大で約
4.8PLdB であった． PL 値を示し，
その低減幅は最大で約 4.8PLdB であった．
４．２ 空力計算結果に基づく考察
４．２ 空力計算結果に基づく考察
後退翼であるベースライン形状（𝛬𝛬 � ���形状）と，𝛬𝛬を
後退翼であるベースライン形状（𝛬𝛬
� ���形状）と，𝛬𝛬を
反転させた前進翼の𝛬𝛬
� ����形状の機体近傍場，および地
反転させた前進翼の𝛬𝛬 � ����形状の機体近傍場，および地
上圧力波形（地上圧力波形）を第 7 図に，機体表面𝐶𝐶� 分布
上圧力波形（地上圧力波形）を第
7 図に，機体表面𝐶𝐶
� 分布
を第 8 図に示す．近傍場波形の約 40
ms までの圧力変動は
を第 8 図に示す．近傍場波形の約 40 ms までの圧力変動は
機首部分の圧力変動である．
機首部分の圧力変動である．
一般的に物体が超音速で飛行すると，その地上圧力波形
一般的に物体が超音速で飛行すると，その地上圧力波形
は N 字型になることが知られている．このとき，最初にみ
は
N 字型になることが知られている．このとき，最初にみ
られる圧力上昇で生じるピークをトップピーク，トップピ
られる圧力上昇で生じるピークをトップピーク，トップピ
ークを過ぎた後の圧力低下で生じるピークをボトムピーク
ークを過ぎた後の圧力低下で生じるピークをボトムピーク
と呼ぶ．第 7 図(b)に示す通り，トップピークは第 7 図(a)に
と呼ぶ．第 7 図(b)に示す通り，トップピークは第 7 図(a)に
示す近傍場第 1 番目のピークは対応しており，𝛬𝛬 � ����形
示す近傍場第 1 番目のピークは対応しており，𝛬𝛬 � ����形
状のそれは𝛬𝛬 � ���形状のものより時間的に先行している．
状のそれは𝛬𝛬
� ���形状のものより時間的に先行している．
近傍場第 1 番目のピーク以降のピークは地上に伝播する際
近傍場第 1 番目のピーク以降のピークは地上に伝播する際
に統合されて，地上では N 型に近い波形になっている．
に統合されて，地上では
𝛬𝛬 � ����形状の PL 値が𝛬𝛬 N
� 型に近い波形になっている．
���形状の PL 値より低い要因
𝛬𝛬 � ����形状の PL 値が𝛬𝛬 � ���形状の PL 値より低い要因
のひとつとして，𝛬𝛬 � ���形状の後端波形が N 型波形部分の
のひとつとして，𝛬𝛬
� ���形状の後端波形が�N����形状のボ
型波形部分の
ボトムピークになっているのに対して，𝛬𝛬
ボトムピークになっているのに対して，𝛬𝛬 � ����形状のボ
トムピークが階段状になっていることが挙げられる．
トムピークが階段状になっていることが挙げられる．
第 7 図(a)より，近傍場第 2 番目のピークは𝛬𝛬 � ���形状と
第 7 図(a)より，近傍場第 2 番目のピークは𝛬𝛬 � ���形状と
𝛬𝛬 � ����形状で同時刻に見られるが，ピーク値は𝛬𝛬 � ����
𝛬𝛬
�
����形状で同時刻に見られるが，ピーク値は𝛬𝛬 � ����
形状の方が大きくなっている．
形状の方が大きくなっている．
近傍場第 3 番目のピークは，翼上面とエンジンナセルの
近傍場第 3 番目のピークは，翼上面とエンジンナセルの
間で生じた圧縮領域が原因だと思われる．第
9 図に機体後
間で生じた圧縮領域が原因だと思われる．第 9 図に機体後
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方の表面𝐶𝐶� 分布と機軸の断面𝐶𝐶� 分布を示す．第 9 図にみら
方の表面𝐶𝐶� 分布と機軸の断面𝐶𝐶� 分布を示す．第 9 図にみら
れるこの圧縮は𝛬𝛬
� ���形状より𝛬𝛬 � ����形状の方が強く
れるこの圧縮は𝛬𝛬
� ���形状より𝛬𝛬 � ����形状の方が強く
なっている．
なっている．
近傍場第 4 番目のピークは，頂点にさらにふたつのピー
近傍場第 4 番目のピークは，頂点にさらにふたつのピー
クを示しており，これらはそれぞれ胴体後端と水平尾翼か
クを示しており，これらはそれぞれ胴体後端と水平尾翼か
ら生じたものと思われる．ふたつ目のピークは𝛬𝛬 � ����形
ら生じたものと思われる．ふたつ目のピークは𝛬𝛬2 �表にそれ
����形
状の方が高い．このことを考察するために，第
状の方が高い．このことを考察するために，第 2 表にそれ
ぞれの尾翼迎角（巡航迎角と尾翼舵角を足し合わせたもの）
ぞれの尾翼迎角（巡航迎角と尾翼舵角を足し合わせたもの）
を示す．この表より，𝛬𝛬 � ����形状は𝛬𝛬 � ���形状より尾
を示す．この表より，𝛬𝛬 � ����形状は𝛬𝛬 � ���形状より尾
翼迎角が約 3°大きい．これは翼を前進させたことで前方に
翼迎角が約
3°大きい．これは翼を前進させたことで前方に
シフトした主翼の揚力分布に対してトリムを取るために，
シフトした主翼の揚力分布に対してトリムを取るために，
より大きな尾翼揚力が必要となったためである．これによ
より大きな尾翼揚力が必要となったためである．これによ
り水平尾翼後部で生じる衝撃波を伴う圧力上昇が第 9 図に
り水平尾翼後部で生じる衝撃波を伴う圧力上昇が第
9 図に
示す通り𝛬𝛬 � ���形状より𝛬𝛬 � ����形状の方が大きくなっ
示す通り𝛬𝛬 � ���形状より𝛬𝛬 � ����形状の方が大きくなっ
ており，これが近傍場波形に表れたと考えられる．
ており，これが近傍場波形に表れたと考えられる．
第 7 図(a)において，機首部の圧力変動の後に見られる近
第 7 図(a)において，機首部の圧力変動の後に見られる近
傍場第 1 番目のピークは，𝛬𝛬 � ���形状より𝛬𝛬 � ����形状の
傍場第
1 番目のピークは，𝛬𝛬 �����形状より𝛬𝛬
� ����形状の
方が先行している．これは𝛬𝛬
����形状の翼端が翼根の前
方が先行している．これは𝛬𝛬 � ����形状の翼端が翼根の前
縁より前に位置するためである．第 8 図(c)に示す通り，翼
縁より前に位置するためである．第
8 図(c)に示す通り，翼
上面において𝛬𝛬
� ����形状では上面においてキンク前縁か
上面において𝛬𝛬 � ����形状では上面においてキンク前縁か
ら内翼後縁に向けて圧縮領域が見られ，ピーク値は𝛬𝛬 �
ら内翼後縁に向けて圧縮領域が見られ，ピーク値は𝛬𝛬
�
����形状の方が高い値を示した．第 8 図(b)に示す通り，こ
����形状の方が高い値を示した．第 8 図(b)に示す通り，こ
の圧縮領域は𝛬𝛬 � ��形状でも見られるが，𝛬𝛬 � ����形状程
の圧縮領域は𝛬𝛬
� ��形状でも見られるが，𝛬𝛬
� ����形状程
顕著ではなく，さらに第
8 図(a)に示す通り後退翼である
顕著ではなく，さらに第 8 図(a)に示す通り後退翼である
𝛬𝛬 � ���形状では見られない．この圧縮領域は抵抗増加につ
𝛬𝛬
� ���形状では見られない．この圧縮領域は抵抗増加につ
ながるため，内翼を含めた設計を実施する際にはキンク付
ながるため，内翼を含めた設計を実施する際にはキンク付
近での内翼と外翼の前縁後退角の変化を滑らかにするよう
近での内翼と外翼の前縁後退角の変化を滑らかにするよう
な平面形とすることが必要である．
な平面形とすることが必要である．
４．３ 𝛬𝛬 � ���� ���� ���の翼における計算結果
４．３
𝛬𝛬 � ���� ���� ���の翼における計算結果
第 6 図に示す通り，���
� 𝛬𝛬 � ���では PL 値の減少幅が
第 6 図に示す通り，��� � 𝛬𝛬 � ���では PL 値の減少幅が
大きい．これらの地上圧力波形を第 10 図に示す．第 10 図
大きい．これらの地上圧力波形を第
10 図
(a)より，それぞれ機首部の波形や 4010ms図に示す．第
付近にみられる正
(a)より，それぞれ機首部の波形や 40 ms 付近にみられる正
圧のピークの大きさに違いは見られず，そのため PL 値への
圧のピークの大きさに違いは見られず，そのため
PL 値への
影響は小さくなったものと思われる．110
ms 付近のボトム
影響は小さくなったものと思われる．110 ms 付近のボトム
ピークの拡大図を第 10 図(b)に示す． 第 10 図(b)の実線は圧
ピークの拡大図を第
10 図(b)に示す． 第 10 図(b)の実線は圧
力波形を表し，点線は圧力波形の特徴の詳細をその形状か
力波形を表し，点線は圧力波形の特徴の詳細をその形状か
ら精査するために求めた圧力を時間で 2 階微分した値であ
ら精査するために求めた圧力を時間で
2 階微分した値であ
る．𝛬𝛬 � ���形状や𝛬𝛬 � ���形状では，負のピークから波形
る．𝛬𝛬 � ���形状や𝛬𝛬 � ���形状では，負のピークから波形
が回復した後に，回復が緩やかに 0 へ近づいていく．また，
が回復した後に，回復が緩やかに
0 へ近づいていく．また，
𝛬𝛬 � ���形状と𝛬𝛬 � ���形状では，107.6
ms 付近の負のピー
𝛬𝛬 � ���形状と𝛬𝛬 � ���形状では，107.6 ms 付近の負のピー
クから圧力波形が立ち上がり徐々に緩やかになる点では共
クから圧力波形が立ち上がり徐々に緩やかになる点では共
通しているが，以降の時刻では，𝛬𝛬 � ���形状において 109
通しているが，以降の時刻では，𝛬𝛬 � ���形状において 109
ms 付近で圧力変化が一度大きくなり，再度緩やかになって
ms
付近で圧力変化が一度大きくなり，再度緩やかになって
いる．このとき
2 階微分値は第 10 図(b)の黒丸で囲った箇所
いる．このとき 2 階微分値は第 10 図(b)の黒丸で囲った箇所
に示す通り，107.8 ms の時と同じように正を示し，その後
に示す通り，107.8 ms の時と同じように正を示し，その後
負に転じている．このような 2 階微分値の変化は，𝛬𝛬 � ���
負に転じている．このような
2 階微分値の変化は，𝛬𝛬
� ���
形状や𝛬𝛬 � ���形状では見られない．一般に，2
階の微分値
形状や𝛬𝛬 � ���形状では見られない．一般に，2 階の微分値
が負，正，負と変わることは第 11 図に示すような曲線にな
が負，正，負と変わることは第
11 図に示すような曲線にな
ることを意味しており，𝛬𝛬 � ���形状の波形はボトムピーク
ることを意味しており，𝛬𝛬 � ���形状の波形はボトムピーク
が階段状になる予兆があると言える．ここで，第 12 図に示
が階段状になる予兆があると言える．ここで，第
す𝛬𝛬 � ���の後端部分の地上圧力波形を見ると，𝛬𝛬12�図に示
���形
す𝛬𝛬 � ���の後端部分の地上圧力波形を見ると，𝛬𝛬 � ���形
状以降𝛬𝛬が小さいときに後端のブーム波形が 2 段階に変化す
状以降𝛬𝛬が小さいときに後端のブーム波形が
2 段階に変化す
ることがわかるが，2 階微分値の変化の違いはこの点に表
ることがわかるが，2 階微分値の変化の違いはこの点に表
れている．𝛬𝛬 � ���形状はベースライン形状より外翼が前進
れている．𝛬𝛬
� ���形状はベースライン形状より外翼が前進
していることから，主翼で生じる衝撃波と機体尾部で生じ
していることから，主翼で生じる衝撃波と機体尾部で生じ
る衝撃波との距離が延びたため，これらが地上まで伝播し
る衝撃波との距離が延びたため，これらが地上まで伝播し
ても完全に統合しなかったと考えられる．こうした後端ブ
ても完全に統合しなかったと考えられる．こうした後端ブ
ームの“2 段化”によって PL 値が𝛬𝛬 � ���形状から大きく
ームの“2
段化”によって PL 値が𝛬𝛬 � ���形状から大きく
減少したものと考えられる．これらの結果から
PL 値を減少
減少したものと考えられる．これらの結果から PL 値を減少
させる後端ブームの“多段化”には前進翼の採用が有効で
させる後端ブームの“多段化”には前進翼の採用が有効で
あると考えられる．
あると考えられる．
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第 6 図 各翼平面形の圧力抗力係数と知覚騒音レベル
Upper surface
40

第 2 のピーク 第 4 のピーク

30

Lower surface

第 1 のピーク

20
10

(c) � � ����形状

𝑝𝑝 [psf]

𝐶𝐶�

0

-10
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(b) 地上圧力波形
第 7 図 前進翼と後退翼の圧力波形比較
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(b) � � ����形状
第 9 図 機体後部の表面𝐶𝐶� 分布と機軸断面𝐶𝐶� 分布
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第 2 表 代表ケースの巡航迎角と尾翼舵角
𝛬𝛬
巡航迎角
尾翼舵角
尾翼迎角
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(a) 地上圧力波形全容

0.0

5

再度正に

𝑝𝑝𝑝[psf]

-0.2

150 ms

-0.4

Λ=30°
Λ=20°
Λ=10°

-0.6

0

-0.8
-5
105 ms
110 ms
115 ms
(b) 後端圧力波形拡大図（点線が 2 階微分値）
第 10 図
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第 11 図
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2 階の微分係数が負，正，負と変わる曲線
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第 12 図 後端圧力波形が 2 段化する様子
５．結 論
デルタ翼やクランクドアロー翼では限界があった後端ソ
ニックブームのさらなる低減を目的として，検討例の少な
い超音速前進翼について 3 次元圧縮性 Euler 方程式と拡張
Burgers 方程式を併用したソニックブーム強度の数値計算に
基づき，前進翼のソニックブーム強度低減における優位性
の検証を行った．検証にあたっては，JAXA で検討中の
SSBJ のコンセプトモデル（クランクドアロー翼）をベース
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機として外翼の後退・前進角を変化させた 13 の機体形状を
用意し，形状間の比較を行った．
計算の結果，外翼の前進化のみでクランクドアロー翼の
ベース機よりもソニックブーム強度を最大で約 4.8 PLdB 低
減することができた．一方で空力抵抗は約 10 カウントの増
加に留まっており，翼型や尾翼などの再設計によってさら
なるソニックブーム強度と空力抵抗の同時低減が期待でき
る．地上圧力波形の観察により，後端ブームの多段化が翼
の前進化によって達成できることを数値計算で示すことが
できた．翼の前進化による PL 値の低減は，この後端ブーム
の多段化の達成が大きな要因となっていると思われる．そ
のため，多段化が実現した後に，さらに翼を前進させても
PL 値はあまり変化しなかった．
今後は本研究で得た知見を踏まえて，静粛超音速機実現
の技術目標である「ソニックブーム 85PLdB 以下」，「巡
航揚抗比 8.0 以上」の達成に向けて，最適翼型の調査を行
う予定である．
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FR 法による高次精度非構造オーバーセット格子法の構築
芳賀 臣紀，嶋 英志
（宇宙航空研究開発機構）

Development of a high-order unstructured overset-grid method based on fluxreconstruction scheme
by
Takanori HAGA, Eiji SHIMA
ABSTRACT

The high-order flux reconstruction (FR) method is extended for overset-grid capability aiming for further geometrical flexibility and multiple
moving body problems. Compact data dependency of the FR method facilitates inter-grid data communication without using interpolation
stencils. The developed overset FR method is applied to solve benchmark problems including 2D inviscid vortex propagation and acoustic
scattering around a cylinder. The results are compared with the analytical solutions in order to verify the accuracy of the proposed method.
The developed overset FR solver is applied to Large-eddy simulation of supersonic three-nozzle clustered jet and its interaction with the
launch pad. By using the overset grids, it is possible to perform analysis by changing the lift amount, the nozzle configuration (3-clustered or
single), and the shape of the launch pad without changing the all computational grids.
１． はじめに
近年，複雑形状周りの非定常乱流解析や空力音響解析に
適した数値計算手法の開発が進み，実問題への適用が広が
っている．階層型の直交格子をベースとした手法は非常に
複雑な形状に対してほぼ完全な自動格子生成を可能とし，
自動車フルスケールの LES に適用されている.1) 物体壁の
取り扱いについては埋め込み境界法と境界層壁モデルを組
み合わせる手法が提案され，剥離点の予測などに課題はあ
るものの改良が続けられている．本研究ではこれらのアプ
ローチに対し，汎用ソルバーで標準となっている非構造格
子法に再び着目する．物体壁に合わせて計算格子を配置す
る（境界適合）ため，壁乱流のより高精度な予測が可能と
期待される．従来の課題であった低い空間精度（高々2 次）
に対しては，不連続ガラーキン法（DG 法）2,3) をはじめと
する高次精度の非構造格子法が提案されてきた．計算セル
内に導入する内部自由度のデータ局所性を活かすことで，
高い並列効率と演算強度（Flop/Byte）を引き出すことがで
き，実際，流束再構築（flux-reconstruction, FR）法 4) をベー
スとしたオープンソースコードである PyFR は 18,000 個の
GPU (K20X) を使用して，13.7 PFLOP/s (peak 比 58.0%)とい
う非常に高い演算性能を達成している.5)
しかし，これら DG, FR を複雑実機形状へ適用した報告例
はまだ少なく，設計ツールとなるには課題が残っている．
そのなかで高次要素の格子生成が大きなハードルとなって
いる．DG や FR では内部自由度を利用するため従来手法よ
りも粗い格子で高解像度を達成できるが，通常の線形要素
（セル）では特に曲率を持った形状を忠実に表現できない
ため高次要素（少なくとも 2 次要素）の利用が不可欠とな
る．単純形状では歪みの少ない高品質な格子を作成できる
が，形状が複雑になると少ない要素数で歪みの少ない格子
を生成することは難しく，形状メトリクスの急激な変化や
負のヤコビアンなどで計算が破綻することがある．従来の
非構造格子法では複数セル種を組み合わせたハイブリッド
格子を用いることが一般的であるが，本研究では，歪みが
大きくなるような突起や凹部では形状パーツ毎に高品質な
格子を作成し，それらを重ね合わせることが可能なオーバ
ーセット格子法 6) を採用する．DG や FR では隣接セル情報
はセル境界面においてのみ必要なので高次精度構造格子法
で必要となるフリンジポイントは不要という利点がある．
DG 法のオーバーセット格子への拡張は Galbraith ら 7) によ

って行われているが，2 次元問題や単純な形状に対する基
礎的な検証にとどまっている．
本報告では，FR をオーバーセット格子法に拡張し，その
検証例としてベンチマーク問題に適用する．実用例として，
ロケットエンジンノズルのクラスタ化による形態変更及び
複雑な射場構造物の影響を評価するために実施した，超音
速クラスタジェットと発射台の干渉解析について報告する．
２．計算手法
２．１ 支配方程式の離散化（Flux Reconstruction 法）
支配方程式は一般座標系における強保存形式の NavierStokes 方程式である． 支配方程式の空間離散化には Flux
Reconstruction (FR) 法 4) を用いる．FR 法は非構造格子で一
般的なセル形状（テトラ，プリズム，ピラミッド等）に対
応するが，本研究では構築が容易なヘキサ（六面体）セル
を用いる． FR 法では，各セル内に計算点（Solution point,
SP と呼ぶ）を導入して局所解を多項式近似する．SP の選び
方には任意性があり，通常 Gauss 点または Gauss-Lobatto 点
が選ばれる．本研究では非線形項のエイリアス誤差が小さ
い Gauss 点を用いる．K-1 次の近似多項式（各方向に K 個
の SP）を用いると空間 K 次精度のスキームが得られる．各
セル内の空間項（流束の発散）の離散化には，セル内 SP の
状態量から計算した流束多項式の微分を用いるが，それだ
けでは隣接セルの情報を反映しないので，セル境界面の
Flux-point (FP)において共通の流束値を近似リーマン解法な
どにより数値的に求め，セル内流束分布をより高次の多項
式で修正する．ここで導入される解析的な関数は修正関数
と呼ばれ，FR 法の精度や安定性を特徴づける．本研究では
線形問題で Nodal DG 法に帰着する g_DG，精度は劣るもの
の CFL 数の安定限界が緩和される g_Ga の両方を用いて比
較する．修正関数 g_DG および g_Ga の詳細についてはオリ
ジナルの文献 4) を参照されたい．修正に必要な共通流束に
ついては，非粘性流束は Roe17) または SLAU,18) 粘性流束は
BR219) を用いて評価する．時間積分には 3 次精度の TVD
Runge-Kutta 法 20)を用いる．
２．２ 衝撃波捕獲法
FR 法ではセル内の解の分布を多項式で表現するため，衝
撃波のような不連続があると数値振動が生じる．数値振動
を抑制し，かつ乱流渦を高解像に捉えるため，衝撃波のサ
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ブスケールモデルとして LAD 法 8) を用いる．FR 法に対す
る LAD スキーム構築の詳細は文献 9) を参照されたい．
２．３ オーバーセット格子法
FR 法では DG 法と同様に隣接セルとの情報はセル境界に
おける FP のみを介して行われるため，従来の高次精度差分
法などで必要となるステンシル（袖）分のデータ通信が不
要である.7) これにより通信量が削減され，プログラミング
や格子作成も簡略化される．図 1 に示すように 2 つの格子
（1 次元）が重合する場合を考える．Grid1 の重合境界にお
ける FP がレセプターポイント(RP)となり，それを包含する
Grid2 のドナーセルにおいてレセプターポイント位置の物理
量を内挿計算し，Grid1 へ送信する．内挿係数は計算の前処
理で求めておく．同様に Grid2 のレセプターポイントに対
して Grid1 のドナーセルから内挿値を送信する．それぞれ
の格子では，重合境界における FP の物理量がドナーセルか
ら与えられ，それを隣接セルからの補間値と見做せば通常
のセル境界と同様に数値流束を計算することができる．非
粘性計算では保存量 Q のみを通信すればよく，粘性計算の
場合はこれに加えて保存量の勾配 ∇Q を通信する必要があ
る． Grid1 と 2 の重合境界における数値流束の不一致によ
り離散的保存性は厳密には満たされないが，解が十分なめ
らかであれば誤差は小さいと考えられる．本研究では，
Grid 間の通信は MPI で実装し，各 Grid に対してプロセスを
割り当てる．時間積分には Runge-Kutta 法を用いるので，各
段の境界条件処理をする前に重合境界の通信を行う．
複数の格子を重合させる場合，物体内部など計算領域外
の不要な格子セルの除去（ホールカット）および重合境界
面の決定が必要となる．本稿では複雑形状の非構造格子に
対しても自動的に重合境界を探索できる Nakahashi ら 10) の
方法を用いる．ホールカットには多面体の内外判定法 11)
を利用する．重合境界の探索とホールカットは計算格子デ
ータ（ノード，セル，フェース）に対して行われるため，
総格子セル数が少なくて済む FR 法では処理時間は大幅に短
縮される（5 次精度のヘキサ格子の場合 1/125 のセル数）．
本稿の解析例では重合境界を予め指定し，ホールカットは
不要なケースを紹介するが，より複雑な形状への適用例に
ついては文献 12) を参照されたい．
３．計算結果および考察
３．１ 渦移流問題
2 次元の非粘性渦の移流を計算し，本手法の計算精度を
確認する．初期条件を次式で与える．
𝐶𝐶�𝑦𝑦 � 𝑦𝑦� �
�𝑟𝑟 �
exp
,
�
2
𝑅𝑅�
�
�𝑟𝑟
𝐶𝐶�� � �� �
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,
��
2
𝑅𝑅��
𝜌𝜌𝜌𝜌 �
� � �� � � exp��𝑟𝑟 � �,
2𝑅𝑅�
�� � �� �� � �𝑦𝑦 � 𝑦𝑦� ��
�
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図 1 重合境界における物理量の内挿（1 次元）．図中、四
角は SP，三角は FP，丸はドナーセルにおける RP（補間点）
を表す．

図 2 渦移流問題におけるｙ方向速度分布（Fine 格子）．

� � 𝑈𝑈� �

(1)

ここで 𝑅𝑅� は渦の代表半径であり，主流マッハ数は 𝑀𝑀� � ���，
渦 の 強 さ を 𝐶𝐶 ⁄�𝑈𝑈� 𝑅𝑅� � � ���2 と し た ． 渦 中 心 は 原 点 ��� �
𝑦𝑦� � �� で あ る ． 密 度 は 一 定 と し た ． 計 算 領 域 は 直 交 格 子
��� � ��𝑅𝑅� � ���， ���2 � 𝑦𝑦�𝑅𝑅� � �2� をベースに波状格子
に変換した．計算格子は上下に分割してオーバーラップさせた．
オーバーラップ幅は 0.01 である．Coarse 格子のセル数は上側，
下側でそれぞれ (12×3)，(11×3) とし異なるサイズのセルが重
なるようにした．各方向にそれぞれ 2 倍ずつ細分化して Medium
格子と Fine 格子を作成した．境界条件は，x 方向に周期境界条

図 3 渦移流問題における誤差の収束（ｙ方向速度）．
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図 4 円柱周りのオーバーセット計算格子．
近傍格子（赤）と遠方格子（青）．
a)

単一格子における各スキームの比較．

図 5 円柱周りの瞬時の圧力変動分布（FR-p4）．
件，上下の境界は一様流条件を与えた．計算スキームには空間
4 次精度（p3）の FR 法を用いた．図 2 に Fine 格子で計算した，
無次元時間 𝑡𝑡𝑡𝑡� ⁄𝑅𝑅� � �0 における y方向速度分布を示す．渦は
計算領域を 3 周し 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥� � � の位置に到達している．等高線に若
干のずれがあるがほぼ初期条件の分布を維持している．無次元
時間 8 および 80 における y 方向速度の厳密解との誤差を格子セ
ルサイズに対してプロットした結果を図 3 に示す．Coarse 格子では
十分に渦を解像できず格子収束のトレンドに乗っていないが，細
かい格子 2 点の傾きから空間 4 次精度を達成している．
３．２ 円柱周りの放射音解析
オーバーセット格子を利用する FR 法の空力音響解析への適
用性を調べるため，CAA Workshop13) の課題の一つに適用する．
曲率を持つ円柱による反射波の正確な計算に加えて，音源から
の波と反射波の干渉が捉えられるか検証した．単極子音源の与
え方については，今村ら 14) を参考にした．図 4 に計算に用いた
オーバーセット格子を示す．半径 1 の円柱の中心(0,0)から半径
10 の領域を音波を解像するターゲット領域とした．円柱近傍
（� � �）の格子（図中赤色）と遠方（� � ����）の格子（図中青色）
の 2 つの格子を重合させた．格子幅は，6 次精度コンパクトスキ
ームの計算例 14) を参考に，1 波長に約 10 点(10 points per wave,
ppw) となるよう，法線方向を 100 セル，周方向を 90 セルで分割
した．差分法の格子と比べると，4 次精度の FR 法の内点（各方
向に 4 SP）を考慮し，各方向に 4 倍粗い格子となっている．外部
境界からの反射を抑えるため，ターゲット領域の周囲（� � ��）
は sponge region とし，法線方向に 1.18 倍ずつストレッチさせ，
26 セルを配置した．空間 4 次（p3）及び 5 次精度（p4）の FR 法
について，非粘性の共通流束に Roe 法を用いて計算した．時間
ステップ幅は，FR-p3 と FR-p4 でそれぞれ��𝑡𝑡 � ������ ����� と
して，無次元時間で 30 まで計算した．
図 5 に FR-p4 で計算した瞬時の圧力変動分布を示す．重合
境界付近での不自然な反射などは見られない．図 6 a) に検証
用に単一格子を用いて計算した近傍場（r = 5）における放射音
の指向性分布を示す．横軸は円柱を中心に x > 0 から反時計回

b)
図6

単一格子とオーバーセット格子の比較．
r=5 における放射音の指向性分布

りに測った角度である．縦軸は圧力変動の自乗平均に原点から
の距離を掛けたものを表す．FR-p3 の結果を比較すると，修正
関数の違いにより差がみられる．𝑔𝑔�� の方がより解析解に近い
結果となっているが，高角度側で若干減衰がみられる．FR-p4 の
結果は解析解によく一致し，修正関数による差はほとんど見ら
れない．図 6 b) にオーバーセット格子と単一格子の結果の比較
を示す．わずかに差がみられるがオーバーセット格子を用いても
解析解とよく一致する結果が得られた．
３．３ 超音速クラスタジェット‐発射台干渉の解析
オーバーセット FR 法の実問題の適用例として，H3 ロケ
ットの第一段ロケットエンジンを 3 基クラスタ化した形態
における，発射台との干渉解析について報告する．サブス
ケールの試験では供試体サイズの制約等により複数のノズ
ルを等価な出口面積を有する単一ノズルで代替すること
が多い．クラスタ効果のメカニズムについては不明な点
が多く十分に検証されたモデルがないため，数値解析に
よりクラスタ効果を評価する．
先立って実施した小型コールドフロー試験の条件に合わ
せ，ノズル出口のマッハ数は 2，圧力比は 0.5（過膨張）と
した．レイノルズ数はノズル直径(D=10mm)を基準とし
𝑅𝑅� � ��� � ��� である．比較のため，ノズル 3 基と等価な出
口面積を持つように直径を√3倍した DL=17.3 mm のシング
ルノズルについても解析を行った．乱流のモデリングには，
計算スキームの数値粘性がサブグリッドスケールの乱流渦
粘性効果を補うと考える陰的 Large Eddy Simulation (LES)
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を利用し，陽的な乱流モデルは用いてない．本ケースでは，
通常の移流項を発散型で離散化する方法では数値的な不安
定が表れたため，新規に提案された分割型移流項を用いる
運動エネルギー保存スキーム 15) を利用した．共通流束に風
上法である SLAU を用いたため，厳密には運動エネルギー
を保存しないが，数値不安定の抑制に有効であることが確
認された．
計算格子は，1) ロケットノズル，2) 発射台，および 3) 地面を
模擬した円孔平板の 3 つに領域を分割して格子を作成し，所望
のリフト位置で重合させた．本解析では発射台上面からの音響
波の反射に焦点を絞り，発射台下の火炎偏向板および煙道等
はモデル化していない．図 7 に計算格子の概要を示す．作成し
た各計算格子のセル数を表 1 に示す．空間 4 次精度の FR 法
を用いると総自由度数は約 274.4M である．オーバーセット格
子を利用することで，リフト量を変えた解析や，ノズル形態（3 基
クラスタ or シングル），発射台形状などを変えた解析を必要最低
限の格子変更により効率的に実行することが可能である．
図 8 に地面からのリフト量を 10 D とした場合の 3 基クラスタ及
びシングルノズルの流れ場（瞬時場）を示す．重合境界におけ
る非物理的な数値振動などは見られず，明瞭なショックセル構
造が発達するシングルノズルのケースでも安定に計算が可能で
ある．クラスタノズルのケースでもノズル径に比例して小さなショ
ックセルが見られるが，複数ジェットの干渉により発射台の上部
で十分乱れが発達していることがわかる．このケースでは上流
側に指向性を持ったスクリーチが発生しており，大きな圧力変
動がみられる．一方，シングルノズルではジェットの乱れは小さ
く，圧力変動も小さい．クラスタノズルの自由噴流解析では，ジ
ェット間の相互干渉により混合が促進され，ポテンシャルコアが
短くなることが確認された． 16) 超音速ジェットの主要な音源であ
るマッハ波はポテンシャルコアが発達した領域から強く発生す
ることが知られており，コア長さが異なるクラスタノズルとシング
ルノズルでは，最大音圧となるリフト量も異なると予想される．複
数ノズルを単一のノズルでモデル化する場合はこの点に注意
が必要である．
図 9 にリフト量を変えて計算した OASPL 分布を示す．3 基ク
ラスタノズルではリフト量 14D と 17D を比較している．シング
ルノズルではリフト量をシングルノズル直径 DL=17.3 mm で
整理し，14DL と 17DL の結果を示す．本稿では割愛するが，
リフト量 20D 及び 20DL の計算も行い，クラスタノズル及びシン
グルノズルともにリフト量 17D または 17DL でロケット段間部に相
当する位置での音圧が最大になることがわかった．クラスタノズ
ルの OASPL 分布を見ると，ジェットの上流側に指向性を持った
スクリーチの影響がみられる．実機の環境条件で重要となる，ス
クリーチよりも低い周波数帯域の音圧を比較すると，シングルノ
ズルはクラスタノズルより騒音レベルは高いことがわかった．
OASPL の図からもシングルノズルの方がジェット側方の遠方領
域で明るい青の範囲が広くなっていることが定性的に確認でき
る．本ケースでは，ノズル出口条件が不確定であることに加え，
アンビリカルマストや他の地上構造物の影響により圧力波のフ
ィードバック構造が変わることも予想され，スクリーチの定量的
な予測は容易ではない．しかし，実機環境ではジェットのマッハ
数は本ケースより高く，高温の燃焼ガスとなるためスクリーチは
発生しにくくなることが知られており，設計評価の視点でとらえる
べき物理現象を見極めることが肝要である．
最後に本ケースの計算コストについて報告する．計算の実行
に当たっては宇宙航空研究開発機構のスーパーコンピュー
タ『JSS2』を用いた．圧力履歴の FFT 処理に十分な時間を
確保するため無次元時間で 120 まで計算を行い，1 ケース当
たりの計算時間は，JSS2 の 64 ノード（2048 コア，256 プロ
セス（MPI）×8 スレッド(OpenMP)）を用いて 2 週間であっ
た．

a) クラスタジェット‐発射台干渉解析に用いたモデル
形状．

b) 3 つの領域に分けて作成した計算格子（z=0 断
面）．青）ノズルと上流部，紫）発射台部，黄）円孔
平板と下流部．
図7

3 基クラスタノズル-発射台干渉の計算格子．

表 1 3 基クラスタジェット-発射台干渉解析のオーバ
ーセット格子セル数
ID
Part
Cell #
Grid1
Nozzle
1,976,724
Grid2
Launch Pad
1,619,600
Grid3

Ground & hole
TOTAL

691,712
4,288,036

４．結論
複雑形状を有するロケット射場周りの高精度な LES およ
び空力音響解析を目的として，高次精度 FR 法に基づくオー
バーセット格子法を構築した．渦移流による精度検証の結
果，所期の高次精度を達成できることを確認した．また
CAA Workshop ベンチマーク問題を解き，解析解と定量的
に一致する結果が得られた．実用計算例として超音速クラ
スタジェット‐発射台の干渉解析に適用し，複雑形状の周
りに衝撃波と乱流が干渉する複雑流れ場にも適用できるこ
とを示した．オーバーセット格子を利用することで，リフ
ト量を変えた解析や，ノズル形態（3 基クラスタ or シング
ル），発射台形状などを変えた解析を必要最小限の格子変
更により実行できることは本手法の大きな利点である．本
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稿では重合境界の自動決定及びホールカットが必要なケー
スは割愛したが，重合境界におけるフリンジポイントが不
要という FR 法の特長を活かし，今後より複雑で大規模な問
題に適用していきたい．
謝辞
本研究の一部は JSPS 科研費 JP17K18427 による助成を受
けた．超音速クラスタジェット‐発射台干渉の計算には宇

a)

三基クラスタノズル
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宙航空研究開発機構のスーパーコンピュータ『JSS2』を用
いた．格子生成ソフト MEGG3D の使用に関し JAXA の伊藤
靖博士からご支援を頂いた．格子変換ツール QuickMesh の
使用にあたり QuickMesh（株）の雨宮孝氏からご支援を頂
いた．ホールカット機能の実装についてはアドバンスソフ
ト（株）の桐原亮平氏のご支援を頂いた．ここに記して謝
意を表する．

b)

シングルノズル

図 8 超音速ジェット‐発射台干渉の流れ場（瞬時場）．密度分布（カラー）及び圧力分布（グレー）．

3 基クラスタノズル Lift 14D

3 基クラスタノズル Lift 17D

シングルノズル Lift 14DL

シングルノズル Lift 17DL

図 9 超音速ジェット‐発射台干渉解析の OASPL 分布．
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航空機高揚力装置スラット配置がスラット騒音に与える影響
雨宮 和久 1，村山 光宏 2，山本 一臣 2，平井 亨 3，田中 健太郎 3，池田 友明 2
1
エイ・エス・アイ総研，2 宇宙航空研究開発機構，3 菱友システムズ

Effects of Slat Position on the Slat Noise Characteristics
by
Kazuhisa AMEMIYA, Mitsuhiro MURAYAMA, Kazuomi YAMAMOTO
Toru HIRAI, Kentaro TANAKA, Tomoaki IKEDA
ABSTRACT

In this study, effect of leading-edge slat position on the slat noise characteristics is investigated by aeroacoustic simulations using Delayed
Detached Eddy Simulation toward slat noise reduction. Previous studies indicated that smaller recirculation region in the slat cove with
increasing angle of attack results in decrease of broadband noise and narrowband peaks (NBPs). To achieve smaller recirculation region in
the slat cove at a target angle of attack, the overlap between slat and main wing is changed. From the analysis of far-field sound pressure, it
is found that low frequency broadband fluctuation and NBPs decrease, and the overall sound-pressure levels is significantly reduced
especially in the direction of the lower surface side as a result of the noise reduction of slat itself.
１．背景
近年，航空機の旅客輸送量は増加を続けており，それに
伴い民間航空機の開発において離着陸時の騒音低減が強く
求められている．エンジンの低騒音化が進められてきたこ
とから，特にエンジンを絞る着陸進入時において，高揚力
装置や降着装置から発生する機体騒音がエンジン騒音を卓
越する事もあり [1, 2, 3]，今後の航空機設計において機体騒
音を下げる事が重要となってきている．特に離着陸時に最
大揚力を増加させる高揚力装置であるスラットは機体騒音
の主音源の一つとしてその低騒音化が求められている．
スラットの近傍では，スラット下面側のカスプと呼ばれ
るスラットの下端で剥離した流れがせん断層を形成し，ス
ラット後縁近傍のスラットコーブ部分に再付着する．再付
着後，一方は後縁側に流れ，また一方はコーブ内に流れて
再循環領域を形成する．カスプからのせん断層により広帯
域騒音や複数の狭帯域騒音（以下，NBPs（Narrow-Band
Peaks））が発生し，また，スラット後縁からはカルマン渦
を起因とした後縁騒音が発生する [4]．
これまでの JAXA の風洞試験により広帯域騒音と NBPs の
騒音レベルは迎角が高くなるに伴い低くなることが示され
ている [5, 6]．幾つかの研究事例 [7, 8]から，迎角の違いに
よるスラットコーブの流れ場を見ると，高い迎角ほど再循
環領域は狭くなる傾向が見られ，再循環領域を狭くするこ
とが低騒音化に繋がると期待される．これまでのスラット
配置最適化研究の研究 [9, 10]によれば，再循環領域が狭い
スラット配置において，特に NBPs が発生する周波数帯で
騒 音 レ ベ ル が 減 少 す る 可 能 性 を Delayed Detached-Eddy
Simulation (DDES) を用いた非定常解析 [11, 12]により確認
している．また，特にスラットと母翼のオーバーラップ量
を大きくする事により，最大揚力への影響を小さくしたま
ま再循環領域を狭くすることができる可能性も示された．
そこで，本研究では，スラットと母翼のオーバーラップ
を系統的に増加させる事によって再循環領域を狭くし，そ
れに伴う騒音への影響を検討する．解析にはスラット周辺
の渦の動きを詳細に捕えるために 5 次精度構造格子 CFD ソ
ルバーUPACS を用いて，スラット配置の変更による流れ場
や発生する音場の変化に関して考察し，その結果を報告す
る．
２．解析対象
解析対象として 3 翼素翼型 30P30N を取り扱う．この翼
型は国際ワークショップ Workshop on Benchmark problems

for Airframe Noise Computations (BANC) での課題のひとつ
に設定されている [13]．JAXA-LWT2 においても風洞試験
を行っており [5, 6]，そのデータを利用できる．
３．解析手法
空力音響解析の手法として，音源となる流れ場の非定常
解析を行い，そこで得られた近傍場データを用いて遠方場
音圧を予測する分離解法を用いる．
CFD 解析ツールとして，JAXA で開発している CFD 共
通基盤プログラム UPACS [14, 15, 16]を使用する．UPACS
はマルチブロック構造格子に対応した三次元圧縮性
Navier-Stokes 方程式ソルバーである．スラットコーブ内の
渦を高次精度で捕えるために，数値流束には Roe の近似リ
ーマン解法を風上バイアスされた 5 次精度差分 [17]を採用
し，粘性項の評価には 4 次精度中心差分を用いる．時間積
分は LU-SGS 陰解法にニュートン反復を組み合わせた時間
2 次精度計算である．乱流モデルとして Spalart-Allmaras 1
方程式モデル(SA-noft2) [18]を用いた．但し生成項では渦度
の代わりにひずみ速度を用いている．非定常解析では，ス
ラットコーブにおける渦の動きやそこで発生する音場に着
目するため，境界層を RANS モード，スラットカスプから
剥離した流れを LES モードで行う DDES を使用した．
遠方場音圧の予測には JAXA で開発されている UPACSAcoustics [19, 20]を用いた．UPACS-Acoustics は，Ffowcs
Williams-Hawkings (FW-H) 法 [21]に基づいて，非定常解析
により得られた物体表面あるいは音源を取り囲む面におけ
る物理量を基に遠方場音圧の推算を行う．ここでは 3 翼素
翼面における物理量を用いて遠方場音圧の計算を行った．
４．計算格子および境界条件
図 1 に 3 翼素翼型 30P30N の計算格子の断面図を示す．
翼弦長は収納形態において 𝑐𝑐������ � 0�����m (18inch)，ス
ラット翼弦長は𝑐𝑐���� � � 0�1�𝑐𝑐������ となる．スパン長は図 1
の格子では BANC にて推奨されている𝑐𝑐������ /9，後に示す
スラット配置を変更したケース 1，ケース 2 およびケース
3 の形状では計算時間短縮のため𝑐𝑐������ /18に取った．な
お，スパン長を𝑐𝑐������ /18 としても近傍場や遠方場騒音予
測結果に本質的な差が見られないことは事前に確認してい
る．図 1 に示す元々の 30P30N 翼型形状をベースラインと
呼ぶことにする．マルチブロック構造格子を成し，図 1 の
2 次元断面における遠方境界（翼から100𝑐𝑐������ の距離）
までの格子点数は約 270 万点となる．スラットコーブにお
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いては，LES モードで渦を解像するために，概ね等方的な
セルにしている．捕捉する渦の最大周波数に数 10kHz が求
められるため，渦一つの解像点数を 10 点程度として，図 1
の 断 面 で は お よ そ 3�� � �0�� 𝑐𝑐������ � ��� � �0�� 𝑐𝑐������ ，
スパン方向には��� � �0�� 𝑐𝑐������ の格子幅にした．スパン
方向の格子点数はベースラインで 271 点，ケース 1～3 で
136 点となる．総格子点数は，それぞれ約 7640 万，3520
万，3530 万，3620 万である．RANS モードとなる壁面近
傍に関しては，最小格子幅を𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥������ � � ��� � �0�� で，
これは𝑦𝑦 � � 0���程度に相当する．
境界条件として，外部境界では一様流条件，翼面には断
熱すべり無し壁，スパン方向には周期境界条件を与えた．

(a)
(b)
図 1 3 翼素翼型 30P30N の計算格子の断面．(a)翼周辺，
(b)スラット周辺．

図 2 スラット配置に関
するパラメータ（オーバ
ーラップ量，ギャップ
幅）の定義.

図 3 スラット配置．ベー
スライン（黒），ケース 1
（青），ケース 2（緑），
ケース 3（赤）．

表 1 配置を変更したケースの諸量（� � 𝑐𝑐���� ）．ス
ラット舵角は30°に固定．
ケース
Gap
Overlap
ベースライン
1
2
3

0.20
0.14
0.14
0.14

-0.061
+0.247
+0.172
+0.093

表 2 助走計算および統計処理用のデータ取得計算の
時間（� � 𝑐𝑐������ /𝑈𝑈� ）．ケース 1~3 は� � ���°．
ケース
ベースライン� � ����°
ベースライン� � ����°
1
2
3

助走計算
4.84
10.34
6.28
6.32
6.32

データ取得計算
16.05
16.03
17.05
17.05
17.05

表 3 ベースラインとの最大揚力の差．
ケース
ベースライン
1
2
3

𝛼𝛼���
24
22
23
23

𝐶𝐶����
4.35
3.94
4.17
4.25

Δ𝐶𝐶����
-9.4%
-4.1%
-2.3%

(a)

(b)
図 4 各ケースの空力特性．2 次元定常 RANS 解析結果．
(a) 𝐶𝐶� � 𝛼𝛼 ，(b) 𝐶𝐶� � 𝐶𝐶� ．

５．スラット低騒音配置の検討
低騒音化を実現するスラット形状を検討するに当たり，
スラット配置の変更やスラットの形状そのものを変更する
など，様々な手段が考えられる．本研究では，第 1 節に述
べたように，スラットと母翼のオーバーラップ量を変更す
ることによって再循環領域を狭くして低騒音化を狙った．
スラット配置のパラメータであるオーバーラップ量および
ギャップ幅の定義を図 2 に示す．ギャップ幅については，
ここではスラットと母翼の隙間の最小距離とする．
スラット配置は図 3 の外観図に示される 3 ケースを行っ
た．表 1 に各ケースのパラメータ値を示す．スラット配置
の変更は，平行移動のみで行い，スラット舵角は30°に固
定した．ギャップ幅に関しては，事前にベースラインと同
じギャップ幅でケース 1 の 2 次元 RANS 計算を行ったとこ
ろ，最大揚力が著しく悪化したため微調整をした．今回の
計算ではオーバーラップ量と騒音の諸量との関係を見るた
めにギャップ幅はケース 1～3 で同一にした．
６．解析条件
解析条件は, 実験結果 [5, 6]と同一とし，一様流流速𝑈𝑈� =
58 m/s（マッハ数 𝑀𝑀� = 0.17）および収納コード長 𝑐𝑐������
を基準としたレイノルズ数�� � ���� � �0� に設定した．一
様流静温度は 295.56 K とした．翼の迎え角は，RANS 解析
では，空力特性を見るために � � ��° � ��° の範囲を行い，
非定常解析では BANC の 30P30N 翼型解析の基準迎角であ
る� � ����°と設定した．ベースラインでは，高い迎角とし
て � � ����° も行った．
非定常計算における時間刻み幅は�𝑡𝑡 � ��� � �0�� 𝑐𝑐������ /
𝑎𝑎� （𝑎𝑎� ：一様流音速）に設定した．このΔ𝑡𝑡の下で，スラ
ットコーブ内におけるクーラン数は ����の程度になる．陰
解法における内部反復数は 5 回に設定した．流れ場解析の
手順として，まず 2 次元定常 RANS 計算を行い，その結果
を初期値として 3 次元非定常計算を行った．空力係数の揺
らぎが安定するまでの助走計算を経た後に統計量の処理に
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用いるデータを取得する計算をした．助走計算およびデー
タ取得計算の計算時間を表 2 に示す．ここでベースライン
� � 5.5° のみは，数値流束 3 次精度で行った非定常解析の
結果 [22]を初期値とした．
遠方場音圧の予測計算に用いる音源面のデータはデータ
取得時間において∆𝑡𝑡�������� � �.� � 10�� 𝑐𝑐������ /𝑎𝑎� 毎に取
得しており，これはサンプリング周波数 𝑓𝑓�������� = 57 kHz
に相当する．FFT 処理はデータ長 2048（バンド幅 55.8 Hz）
で Hanning の窓関数を用い，50% オーバーラップにて行っ
た．
７．解析結果
７．１ 2 次元定常 RANS 解析
図 4 に 2 次元定常 RANS 解析によって得られた空力特性
図を示す．迎角5.5°では各ケース間に揚力の差は殆ど見ら
れないが，最大揚力では明らかな差が見られる．表 3 にベ
ースラインと各ケースとの最大揚力の差を示す．ケース 1
に関しては，最大揚力差がΔ𝐶𝐶���� � ��.�� といった大き
な低下が見られる．一方，ケース 2 やケース 3 のようにオ
ーバーラップ量を減らすと，𝐶𝐶���� 変化は小さくなる．ま
た図 4(b)ではケース 1 に抗力の大きな増加が見られるもの
の，ケース 2 やケース 3 については比較的空力性能の低下
は小さい．
７．２ 非定常解析－ベースライン
DDES による非定常解析で得られたベースラインの瞬時
渦度分布を図 5 に示す．カスプから細かい渦を伴いながら
スラットコーブ後縁付近へ再付着（図 5 の円の部分）し，
その後，再循環領域と後縁方向に分かれる．また，後縁か
らはカルマン渦が発生（図 5 の四角形部分）している様子
が見られる．� � 5.5° の図 5(a)と� � �.5° の図 5(b)を比べ
ると，高い迎角である� � �.5°の方が再循環領域が狭く，
また再付着点がやや前方になることが再現されている．図 6
は，乱流運動エネルギー TKE，��� � �1/���𝑢𝑢�� �𝑢𝑢 �� �𝑢𝑢 �� �/
�
𝑈𝑈�
，の分布を示している．𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑢 はそれぞれ局所速度か
ら速度の直流成分を差し引いた量で，速度変動分を表す．
� � �.5°（図 6(b)）では，再付着点および再循環領域での
TKE が低下しており，変動が小さくなっている．
翼面上の測定点（図 7）における圧力変動パワースペク
トル密度（PSD）を図 8 (� � 5.5°) に示す．図 7 に示した
点 A は再付着点付近，点 B は母翼の下面に設定した点で
ある．点 B はスラットのコーブや後縁における流体変動か
ら離れており，遠方場音圧の参考になる．
図 8(a)に示す再付着点付近のスペクトルを実験結果 [6]
と比較すると，3kHz 以上ではやや大きく見積もられるが
3kHz 以下では良好な一致を示し，全体的に実験値のスペ
クトルの傾向は捉えている．図 8(b) に示す母翼下面側に
おける実験結果との比較では，広帯域騒音や NBPs を良好
に再現できていることがわかる．図 8(a), (b)に示される
25kHz 付近に見られるスラット後縁のカルマン渦発生によ
るピーク音に関しては過大評価されている．後縁騒音は，
DDES では過大評価される傾向がある [22]．なお，本研究
では広帯域騒音や NBPs の低減を目的としているため，ス
ラット後縁騒音に関しては，以降，議論の対象外とする．
図 9 に FW-H 法で求めた遠方場音圧の PSD を示す．測
定点は，収納形態の前縁から10𝑐𝑐������ の距離，290 度方向
の位置である．ここで，方向に関しては，図 1(a)の図にお
いて，収納形態の前縁を中心に右方向を 0 度とし，反時計
回りに角度を定義している．図 9 において，広帯域騒音や
NBPs は� � 5.5°に比べ，� � �.5°では騒音レベルが低下す
ることが確認できる．特に低周波数ほどその傾向が見られ，
実験結果 [5, 6]と同様の傾向が再現された．なお 7kHz 辺り
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のピークは周期境界の影響に依るものである．図 10 に示
す Overall Sound Pressure Level (OASPL)の指向特性は後縁
騒音の高周波ピークを除いた�5��� � 𝑓𝑓 � 10���でバンド
パスフィルタを掛けてある．全方向において迎角が高くな
ると騒音レベルが低下することが確認できる．
第 1 節の背景においては，別々の研究事例から，広帯域
騒音と NBPs の騒音レベルが高迎角ほど低下することと，
再循環領域が狭くなることを関連づけたが，本節の一連の
非定常解析によって同様の結果が得られた．

(a)
(b)
図 5 瞬時渦度分布のスパン方向成分．スパン方向からの
概観．(a) � � 5.5°，(b) � � �.5°．

図6

（a）
(b)
TKE 分布．(a)�� � 5.5°, (b) � � �.5°．

図 7 翼面上の非定常圧力測定点．A：スラットコーブ内
の再付着点近辺，B：母翼前縁の下方．コンターは� �
5.5°における圧力変動．

(a)
(b)
図 8 ベースライン � � 5.5° の圧力変動 PSD. (a)点 A (b)点
B．黒線：実験結果．赤線：非定常計算結果．
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図 9 距離10𝑐𝑐������ ，290°度方向におけるベースライン
� � 5.5° および9.5° の PSD.

図 10 ベースライン� � 5.5° と� � 9.5°の距離10𝑐𝑐������ に
おける音圧レベルの指向特性．

(a)

(b)

(c)
図 11 瞬時渦度分布（スパン方向成分）．(a) ケース 1, (b)
ケース 2, (c) ケース 3．
７．３ 非定常解析－ケース 1～3
図 11 にケース 1～3 の瞬時渦度分布を示す．図 5(a)のベ
ースライン� � 5.5°に比べ，どのケースも明らかに再循環
領域は狭くなっている．
図 12 における PSD では，どのケースも NBPs および広
帯域騒音の低減に効果を示している．広帯域騒音に対して
は，特におよそ 3kHz 以下の周波数領域で大きく低減して
いる．図 13 にケース 1～3 の遠方場音圧の指向特性を示す．
ケース 1 は 0 度付近から 30 度付近で遠方場音圧が増加す
る傾向があるものの，それ以外ではいずれのケースについ
てもベースラインよりも低減しており，特に下面方向で低
減効果が顕著である．このことは再循環領域を狭くするこ
とで低騒音化が実現することを示している．但し，図 13

においてオーバーラップ量が大きく再循環領域が一番小さ
いケース 1 よりも，再循環領域の大きいケース 2 や 3 の方
が低減効果が大きくなる傾向がみられる．また，図 12 に
示されるように各ケースとも 3kHz 以下の周波数では同程
度の低減効果であるが，ケース 1 は 3kHz 以上ではケース
2 や 3 と比べて低減量が小さい．これらの結果は，単純に
オーバーラップ量を大きくして再循環領域を狭くすればよ
いわけではなく，最適な位置が存在する事を示唆している．
低減効果の大きいケース 3 は，図 4 の空力特性において
最大揚力への影響も小さい．空力性能をほぼ保ちながら再
循環領域を狭くすることによって低騒音化を実現する配置
があることが示された．
７．４ 音源について
これまで見てきたように再循環領域を狭くすることが低
騒音化に繋がることがわかった．ここでは，遠方場音圧の
評価に用いた翼面上の音源の違いについて見る．
7.2 節で述べたように，スラットコーブや後縁における
流体変動から離れた領域の圧力変動は，遠方場音圧の参考
になる．図 14 は遠方場音圧で寄与の大きいスラットおよ
�
�� を示している．ベース
び母翼前縁付近の圧力変動 �𝑝𝑝���
ライン� � 5.5°（図 14(a)）に比べ，ベースライン� � 9.5°
（図 14(b)）やケース 1～3（図 14(c)� ���）では，翼の上
面や再付着点付近を除いた翼の下面において圧力変動が大
きく低下している様子が見られる．図 13 に示されるベー
スライン� � 5.5°に比べて他のケースの音圧レベルが低い
のは，こうした翼面における圧力変動値が小さいことから
も大方予想できる．
次に，各翼素による遠方場音圧への寄与を見ていく．
FW-H 法では，翼面上の各点から放射される圧力変動を重
ね合わせることによって遠方場音圧を推算している．圧力
変動の重ね合わせを各翼素別にまとめれば，翼素毎の遠方
場音圧への寄与を見ることができる．図 15 にスラット単
体および母翼単体の圧力変動を用いて評価した遠方場音圧
の指向特性を示す．フラップ単体については，スラットや
母翼に比べて遠方場に与える寄与が小さいためここでは割
愛した．図 15(a)に示すスラット単体による遠方場音圧に
おいて，ケース 1～3 は，ベースライン� � 5.5°よりも小さ
く，ベースライン� � 9.5°と同程度もしくはそれ以下とな
っている．図 15(b)に示す母翼単体の遠方場音圧を見ると，
ケース 3 については，ベースライン� � 5.5°よりも小さく，
ベースライン� � 9.5°と同程度になっているものの，ケー
ス 1 では逆にベースライン� � 5.5°よりも大きくなってい
る．再循環領域を狭くすることは，主にスラット自体の放
射音圧の低減に効果が見られる．
また，ケース 1 のスラット単体（図 15(a)）と母翼単体
（図 15(b)）の遠方場音圧の大きさを比較すると，300 度か
ら 330 度の下面側では同程度（約 54dB）の騒音レベルと
なっている．一方，三翼素の音圧を重ね合わせた騒音レベ
ル（図 13）は，これらスラット単体と母翼単体の騒音レ
ベルよりも小さくなっている（約 52dB）．このことは，
スラットから 300 度から 330 度の下面方向へ放射された音
波が母翼によって遮蔽された影響や両翼素からの音波の干
渉によって弱め合った影響であると考えられる．ケース 2
や 3 についてもわずかながらも同様な傾向が見られる．
ベースライン� � 5.5°� 9.5°については，そうした傾向は顕
著には見られない．スラットと母翼のオーバーラップ量を
増加させた影響として遮蔽や干渉の効果が現れてくる．
最後に，図 16 にケース 1～3 の TKE 分布を示す．ケー
ス 1 やケース 2（図 16(a), (b)）については，ベースライン
� � 5.5°の TKE 分布（図 6(a)）と比較すると，再付着点付
近の変動は大きいものの，スラット単体の遠方場音圧（図
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15(a)）は，既に述べたように，ケース 1～3 のいずれもベ
ースライン� � ����よりも小さい．これは再付着点付近の
変動は特に決まった方向性を持たず，スパン方向のコヒー
レンスが低いことによる可能性が考えられるため，今後詳
細を調べる予定である．
８．結言
本研究では，高揚力装置スラットの騒音を低減させるこ
とを目的として，スラットと母翼のオーバーラップを系統
的に増加させる事によって再循環領域を狭くし，それに伴
う騒音への影響を調べた．解析にはスラット周辺の渦の動
きを詳細に捕えるために 5 次精度構造格子 CFD ソルバー
UPACS を用いて，スラット配置の変更による流れ場や発生
する音場の変化に関して考察した．
遠方場音圧については，オーバーラップ量の増加により，
特に低い周波数において低減効果が得られ，また翼の下面
方向で顕著に低減した．
音源の非定常流れの変化については，スラットの配置に
よっては再付着点付近の圧力変動の増加が見られたケース
もあったものの，いずれも再循環領域を狭くすることによ
りスラット自体からの遠方場音圧は低減した．
本研究において，最大揚力を大きく低下させることなく，
低騒音化を実現するスラット配置があることが示された．
今後，空力性能と低騒音化の両面で更に高い性能を持つス
ラット形状を探るとともに，騒音発生機構との関連につい
て詳細を調べていく予定である．
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
図 14 スラットおよび母翼前縁付近における表面圧力変
�
�� � �100�1�0���．10kHz 以下の変動分を表示．
動．�𝑝𝑝���
(a)ベースライン� � ����，(b)ベースライン� � ����，(c)ケ
ース 1，(d)ケース 2，(e)ケース 3．スパン長 1 インチのケ
ース 1～3 については，スパン方向に同じデータを二つ並
べてベースラインと同じ 3 インチのスパン幅として可視化
している．

図 12 距離10𝑐𝑐������ ，290 度方向におけるケース 1, 2, 3
の PSD.

(a)

図 13 ケース 1,2,3 の距離10𝑐𝑐������ における音圧レベル
の指向特性．� � ����．
(b)
図 15 翼素単体毎の遠方場音圧．距離. (a)スラットのみ，
(b)母翼のみ．
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(a)

図 16

(b)

(c)
TKE 分布． (a)ケース 1, (b) ケース 2, (c) ケース 3．
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グレージング流れを伴う吸音ライナの数値解析
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Numerical Analysis of Acoustic Liner Performance in an Impedance Tube Test
by
Shunji ENOMOTO, Tatsuya ISHII (JAXA)
Yusuke AKAMISAKA, Hidemi TOH (Kanazawa Institute of Technology)
ABSTRACT

As aircraft noise regulation becomes severe year by year, aFJR (Advanced fan Jet Research) project of JAXA conducted research and
development on light weight sound absorption liner technology from 2014 to 2018. In this research, we attempted to develop a method to
predict the sound absorption coefficient by numerical analysis of the flow field when glazing flow exists. Assuming laminar and twodimensional flow, numerical calculation of the flow field with glazing flow and sound wave was performed, and the sound absorption
coefficient was evaluated. The sound absorption obtained by the calculation and the sound absorption obtained by the experiment qualitatively
agreed well. In the presence of glazing flow, it was found that the sound absorbing cell was not much resonant. The fact that sound absorption
occurs even though the sound absorbing cell is not strongly resonating suggests that a phenomenon different from the Helmholtz resonance
occurs in the sound absorbing liner having a glazing flow.

1. はじめに
航空機の環境適合技術の向上を目指し、JAXA 航空技術
部門では 2014 年から 2018 年までの 4 年間、高効率ファン・
タービン技術実証(aFJR)プロジェクトを行った。この中で、
ファン騒音の低減を目的として用いられる吸音ライナにつ
いては、軽量化のための技術開発に合わせて吸音性能の向
上を目指した研究を行った。吸音ライナは例えば図 1 のよ
うな形状[1]をしており、微小な孔が開いた表面板と背後の
空気層から構成され、ヘルムホルツ共鳴によって特定の周
波数近傍の音を吸音することができる。通常は表面板に単
純な丸孔が開いた形状が用いられるが、孔の形状を工夫す
ることにより吸音性能を向上させる試みも行われている[2]。
吸音ライナでは、音の粒子速度が微小な孔を通過する際
に発生する損失で吸音が起きていると考えられているが、
形状が小さいため実験による流れ場の計測は難しく、どこ
で、どのような原理で吸音が起きているか、どのよう形状
にすれば吸音率を上げられるかは明確ではない。そこで筆
者らは先ず、静止気体中の吸音ライナ性能を計測する垂直
入射管試験に相当する数値解析を行い[3]、図 2 のように孔
内に発生する流れや損失を可視化できることを示した。
ファン騒音低減のために用いられる吸音ライナの場合、
吸音ライナの外部の空気に流れが有る。この流れはグレー
ジング流れと呼ばれ、グレージング流れが有る場合は無い
場合と比べて吸音特性が変化することが知られている。グ
レージング流れの有る吸音ライナの性能計測を行うために
は図 3 のようなフローダクト試験装置が必要となる[1]。フ
ローダクト試験装置は、ダクトの壁面に吸音ライナを取り
付け、空気が流れている状態で上流あるいは下流から音波
を入射し、音を吸音ライナ上を通過させ、その吸音率を測
定する装置である。
フローダクト試験装置を用いて、或る吸音ライナの吸音
率を計測した例を図 4 に示す。ここで、流れが無い状態で
音波のみを入射した場合を“静止”、流れが有る状態で上
流から下流に向かって音波を入射した場合を“順方向”、
下流から上流に向かって音波を入射した場合を“逆方向”
と呼ぶことにする。流れの速さはマッハ数 0.3 である。
“静止”では垂直入射管試験と基本的に変わらず、共鳴周
波数に吸音率のピークが有り、共鳴周波数から離れると吸
音率は低い。一方、“順方向”では“静止”と比べて吸音
率のピークが少し下がり、ピークとなる周波数は少し高く

図1

粒子速度
図2

吸音ライナ[1]

エントロピ

垂直入射管の数値解析[3]

図3 フローダクト試験装置[1]
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なり、周波数の幅は広くなっている。“逆方向”では吸音
率は全体的に上がり、周波数の幅は大きく広がっている。
このように、グレージング流れのある吸音ライナの吸音率
はヘルムホルツ共鳴現象だけでは説明し難く、別の現象も
吸音に関係しているのではないかと考えられる。
そこで本研究では、フローダクト試験装置の流れ場・音
場を模擬する数値解析を行うことにより、グレージング流
れのある吸音ライナで起きている現象を明らかにすること
を試みることとした。
グレージング流れのある吸音ライナでは様々な現象が発
生している。例えば
①ダクト内の乱流境界層
②乱流境界層内の渦の孔への流入・流出
③吸音ライナの孔とグレージング流れとの間の剪断層
の発生と振動
④ダクト内の平均速度分布
⑤流れが有ることによる音波の変化（音波の波長の伸
長・伸縮等）
などである。それらの現象の影響を工学的な観点から考え
ると、吸音性能の変化と流れ損失の増加があげられる。流
れ損失を評価する上では①～③を精度良く評価することが
重要である。しかし本研究では流れ損失については対象外
とし、吸音性能に焦点を当てることとした。
吸音性能に対して①、②がどの程度の影響を与えている
かは明白ではないが、乱流による渦の流速変動成分が音速
と比較して遥かに小さいことから考えると、音にとっては
乱流の変動成分は主なファクターではなく、平均速度成分
だけが意味を持つのではないかと推測することができる。
③に関しては剪断層の振動が新たな騒音を発生させる可能
性が有るが、ファン騒音の音圧レベルが非常に大きいこと
から考えて、今のところ考慮の対象外として差支えないの
ではないかと考えられる。
④のダクト内の平均速度分布を得るための方法としては
乱流モデルを用いてダクト内の流れの計算を行う方法が考
えられる。しかしながら、乱流モデルでは乱流粘性が計算
に導入されるため、音のエネルギが吸音されるプロセスに
対して、乱流粘性が影響を及ぼしてしまう可能性が考えら
れる。そこで乱流モデルは用いず、従って乱流境界層の速
度分布を模擬することを諦め、層流境界層を用いることと
した。結論として⑤に示した、グレージング流れが有るこ
とによる音波の変化が、吸音ライナの性能にどのように影
響を与えるかを調べることとした。また、この場合、流れ
の三次元性は重要な要素ではないと考えられるため、2 次
元計算を用いることとした。

2. 計算手法
数値計算コード
本研究では、垂直入射管の解析[3]と同様に、筆者の一部
が JAXA 航空技術部門において開発している CFD コードで

図5

図4 フローダクト試験の吸音率（例）
ある UPACS-LES を用いた。UPACS-LES は有限体積法によ
り離散化した 3 次元圧縮性 NS 方程式ソルバーであり、マル
チブロック構造格子による LES 解析を実行することができ
る。対流項の空間差分には最大で 6 次精度の有限体積法用
のコンパクトスキームを用いており、odd-even 型の数値振
動を抑えるために 10 次精度の空間フィルタを用いている．
時間進行はルンゲ・クッタ陽解法を用いている。
計算領域・条件
計算領域全体を図 5 に示す。図 3 で示したフローダクト
装置の流路の下半分を模擬することとして、計算領域の流
路高さを 40mm、流路長さを X=0 を中心に左右 900mm、上
側をスリップ壁、下側を付着壁とした。計算領域の中心
(X=0)に模擬吸音ライナを一つだけ設置している。
流れは左から右に M=0.3 で流れており、流路下側に層流
境界層が形成されている。層流境界層は入口条件としてブ
ラジウス解を利用した分布を仮定する方法が考えられるが、
今回は上流側に 15m 程度の助走区間を持つ計算を別途行い、
その境界層分布を用いた。境界層厚さは約 8mm である。
計算領域の左右両端から 150mm の領域を、音波を入射す
ることができるスポンジ領域としている。スポンジ領域で
は速度分布も与えており、上流側のスポンジ領域は、計算
領域内に音を入射することができるとともに、吸音ライナ
で反射した音波、透過した音波を吸収する。図 5（下）で
は、上流側（左）から流入させた音が、下流側（右）のス
ポンジ領域で減衰して消え、また吸音ライナで反射した音
が上流側のスポンジ領域で消える様子が分かる。入射音圧
は 110dB とした。

計算領域全体のマッハ数分布（上） と 圧力変動成分（下）
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計算格子（孔部詳細）

図8

図7 模擬吸音ライナ近傍の
マッハ数分布（上） と 圧力変動成分（下）
模擬吸音ライナの孔の幅は 1.9mm、孔の深さは 4mm とし、
セルの体積は共鳴周波数が 1kHz 近傍になるように設定した。
図 6 は吸音ライナの孔部の計算格子を拡大した図である。
流路壁面や孔の内壁に隣接する計算格子の幅は、垂直入射
管の解析[3]において得られた、吸音率を精度よく計算でき
る条件である 0.005mm とした。
図 7 は吸音ライナ近傍の拡大図である。マッハ数分布の
図では孔の存在は流れにほとんど影響を及ぼしていないよ
うに見える。一方、圧力変動成分（音波）の図では、孔の
下流に周期的に流れる渦のようなものが見られ、音波が孔
の上を通過することで僅かではあるが渦状の変動が発生し
ていることが分かる。

図9

流路を伝わる音波

音圧のグラフの重ね書き

吸音率の計算
図 8 はグレージング流れが無い場合の、ダクト内中心線
(Y=40mm)に沿った瞬間の音圧を示している。図 8（上）は、
計算領域の左側のスポンジ領域(Y<-750mm)で付加された右
に進む音波が、吸音ライナに到達する直前の状態である。
図 8（下）は、さらに計算を進め、吸音ライナで反射した
音波が左側のスポンジ領域で吸収され、また吸音ライナを
透過した音波は右側のスポンジ領域で吸収されている様子
を示している。
図 9 は音圧のグラフが時間進行する様子を重ね書きした
ものである。図 9（上）からは入射波の音圧がわかる。ま
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た図 9（下）の、X<0 の音圧振幅の最大値は 入射音圧＋反射
音圧 に相当し、X>0 の音圧振幅は 透過音圧である。ここで、
𝐴𝐴 = 入射音圧
𝐵𝐵 = 入射音圧＋反射音圧
𝐶𝐶 = 透過音圧

とすると、反射率、透過率は次のようになり、
���
反射率 𝑟𝑟 � �
�

透過率 � � �

ここから、グレージング流れのマッハ数を M とすると、エ
ネルギー散逸率（吸音率）は次のように求めることが出来
る[1]。
順方向 エネルギー散逸率 = � � �

������ �
𝑟𝑟
������
������

(a) グレージング流れによる圧力勾配

� � ��

逆方向 エネルギー散逸率 = � � ������� 𝑟𝑟 � � � � �

流れが有る場合は、壁面摩擦力によって圧力勾配が発生
するため、音波が無いときの圧力分布は図 11(a)のようにな
る。ここに音波が重なると図 11(b)のような圧力分布となる。
このままでは音圧を算出しにくいので、圧力勾配分を差し
引いて図 11(c)のような図を作成すると、流れが静止してい
るときと同じ方法で吸音率を計算することができる。

3. 結果と考察
計算結果から得られた吸音率
このようにして得られた吸音率が図 12 である。計算は 2
次元であり吸音セルが一つだけであるなど実験とは形状が
異なるため、実験結果（図 4）と図 12 を直接比較すること
は出来ないが、定性的には、静止状態と比べ、順方向では
ピークが下がり、逆方向ではピークが上がること、両方向
とも広帯域になることなど、大きな傾向は一致している。
このことより、実験結果で得られたフローダクト流れの吸
音ライナの吸音特性の主な要因は、グレージング流れの存
在であると推定することができたと考えられる。
セル内の圧力振幅
垂直入射管試験の場合、吸音ライナの特性を決めるのは
吸音セルと音の共鳴現象であった。それではグレージング
流れが有る場合も同じように共鳴してるいのだろうか。それ
を調べるために、図 10 に示す 2 点の音圧の時間変化を図 13
に示した。図 13 は、(a)静止、(b)順方向、(c)逆方向に対し
て、それぞれ入射音が 772Hz, 948Hz, 1163Hz の場合の、
流路の圧力 (duct pressure
)
セル内の圧力 (cell pressure
を示している。

(b) 圧力勾配＋音圧

(c) 圧力勾配分を差し引いて音圧を抽出
図11

グレージング流れが有る場合

図12

計算結果から得られた吸音率

)

duct

cell

図10

音圧のサンプル点
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(b) 順方向

(a) 静止
図13

(c) 逆方向

セル内外の音圧

(a)静止の場合、共鳴周波数である 948Hz の時、他の周波
数の場合よりも、セル内の圧力は高くなっている。また流
路の圧力とセル内の圧力の位相を比較すると、772Hz では
ほぼ同位相、948Hz では位相が 120 度程度遅れており、
1163Hz ではほぼ逆位相となっており、これらは 948Hz のと
きに吸音セルが共鳴していることを示している。
(b)順方向と(c)逆方向の場合は共に、共鳴周波数において
もセル内の圧力は静止の時のように大きく共鳴してはいな
い。一方で、流路圧力とセル圧力の位相関係は静止の場合
とほぼ同じであることから、グレージング流れによって共
鳴周波数が変わったわけではないと考えられる。
これらの結果より、グレージング流れが有る場合、共鳴
周波数においてもセル内の圧力振幅が大きくならない。そ
れにも関わらず図 12 で示したように吸音が起きているとい
うことは、グレージング流れが有る場合、共鳴とは異なる
原理によって吸音が起きているのではないかと考えられる。
孔内の流れ
そこで次に、グレージング流れが有る場合の孔内の流速
を図 14 に示した。(a)は入射音が無い場合であり、孔の剪断
層によって孔の入り口近傍に渦が発生している。この計算
では剪断層は振動することなく渦は定常となった。グレー
ジング流れの主流の流速が M=0.3 であるのに対し、渦の流
速は図中右端で発生する最大値でも M=0.004 程度である。
次に、(b), (c)は順方向に 948Hz の音を入射した場合の流速
で、(b)は音による粒子速度が下向きに最大になる瞬間、(c)
は上向きに最大の瞬間である。(b)では、音によって下向き
の粒子速度が発生すると、剪断層が下向きに傾き、流れが
孔の下流側の壁に衝突して渦を強化する流れが起きている。
その渦が半周回った頃(c)に、上向きの粒子速度によって渦
が孔から外に出ようとするような現象が起きている。この
ように、音によって渦が強化され、渦に伴う摩擦損失によ
ってエネルギー損失が増えていると考えられる。しかしな
がら、このエネルギー損失が、音のエネルギーの吸収を意

味しているのか、主流の摩擦抵抗を増やしているのかは、
この図からは判断できない。

4. 結論
グレージング流れの有る吸音ライナの基本的な吸音特性
を、層流境界層を仮定した 2 次元計算によって模擬できる
ことを示した。流れが静止している場合には吸音ライナの
セルと入射音の共鳴によって吸音が発生すると考えられる
が、グレージング流れが有る場合、強く共鳴しておらず、
孔の入り口近傍に発生する渦が吸音に関係している可能性
があることが示された。孔内に発生する渦がどのように吸
音に影響するかは現時点では不明であり、吸音ライナ性能
向上のための指針を得るためには、さらなる解析が必要で
ある。
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(a) 入射音が無い場合

(b) 孔内粒子速度が下向き

(c) 孔内粒子速度が上向き
図14

孔内の流速
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昆虫サイズ翼の平面形空力特性
岡本 正人，佐々木 大輔，佐々木 航星，中村 輔
（金沢工業大学）

Planform aerodynamic characteristics of insect sized wings
by
Masato OKAMOTO, Daisuke SASAKI, Kousei SASAKI, Tasuku NAKAMURA
ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain the aerodynamic characteristics of wings with various planforms having low aspect ratios at
Reynolds number of Re≤ 10,000 which corresponds to an insect wing. The very small forces and moment acting on the wing were
measured by using the low pressure wind tunnel assuming the measurement of insect sized wing. The wing models tested in this study are
the thin flat plates having rectangular, elliptical, and delta planforms. The lift slope of the wing with large aspect ratio showed constant in
the small angle of attack range and changed horizontally as the angle of attack increases. The Reynolds number effects of these wings were
comparatively small. As the aspect ratio of the wing decreased, the small lift slope and the large maximum lift coefficient provided by the
additional vortex were obtained at Re=10,000. However, the maximum lift coefficient decreased as the Reynolds number decreased to 3000
or less, and the additional vortex lift component was hardly seen in the wings with the specific aspect ratios. As the aspect ratio further
decreased, the disappearance of the vortex lift was not observed. The aspect ratio range in which this phenomenon was observed was
different in the wing planform. This is one of the unique aerodynamic characteristics of the insect sized wings.
１．はじめに
低レイノルズ数における低アスペクト比翼の平面形空力
特性に関する研究は，超小型の無人航空機（MAV）の開
発と共に増加した．これに対して，Torres and Mueller1) は
様々な低アスペクト比を持つ平面形形状について，レイノ
ルズ数Re=70,000 ~140,000で風洞実験を行った．レイノ
ルズ数が減少した場合については，Mizoguchi and Itoh2)は
Re=52,000~76,000 で ， Okamoto and Azuma3) は Re=10,000~
20,000で風洞実験を行っている．これらの実験結果は，高
レイノルズ数において有効なLamar4) の理論値と比較的よ
く一致することが確認されていることから，低アスペクト
比翼の空力特性は，レイノルズ数依存性が小さいと考えら
れる．さらに，最近ではCFD (computational fluid dynamics)
における解析においても，その結果はRe=10,000における
風洞測定結果と一致が確認されており 5) ，これらの結果は
ほぼ妥当なものと考えられる．
しかし，私たちはさらにレイノルズ数が小さい
Re<10,000の昆虫の翅に相当する領域で，低アスペクト比
翼の風洞実験を行った結果，この付加的な渦揚力が見られ
なくなるという現象が生じることが分かった 6) ．さらに，
この傾向はさまざまな低アスペクト比翼においても見られ，
そのアスペクト比の範囲は平面形状によって異なることが
判ってきた7), 8)．
今回は，特に昆虫サイズの低アスペクト比の様々な平面形の
翼の空力特性についてこれまでの研究成果をまとめて発表する．
２．実験装置
実験には研究室で昆虫サイズ翼の測定を目的に開発され
た低圧風洞装置 9) を使用した．本風洞はアクリル製の真空
デシケータ内に超小型風洞を設置することで，同じレイノ
ルズ数の測定でも風速を増加することで動圧を大きくし，
小さなレイノルズ数の測定を可能にしている．本風洞の詳
細は文献6) または文献9) を参照されたい．
３．実験模型
実験した模型の平面形は，Fig. 1 に示すようなアスペク
ト比 AR の異なる矩形翼，楕円翼，デルタ翼の 3 種類であ
る．これらは薄い平板で製作しており，その模型の主要諸
元を Table 1 に示す．平均空力翼弦長 c に対する翼厚比 t / c

は 0.75%～1.5%で翼平面形によってやや異なる．また，楕
円翼とデルタ形翼は翼幅方向に翼弦長 c が異なるがその翼
厚 t は一定で，翼端に行くほど翼厚比は大きくなる．この
影響は，平板翼の場合，翼厚による揚力曲線への影響が比
較的小さいことと，特にアスペクト比が小さい翼について
は翼型よりも平面形の影響が大きいことから，実際に翼端
に向けて薄くしてもその結果は殆ど変化しなかった．
Aerodynamic center 0.25c

AR=0.5

AR=1

AR=1

AR=1.27

AR=0.5

AR=1

AR=1.5
Rectangular wings

AR=2

AR=1.5
Elliptical wings

AR=2

AR=2

AR=4

Delta wings

Fig. 1
Table 1

Planforms of model wings examined in this study

Specification of model wings

Aspect
ratio
Rectangular wing 0.5
1
1.5
2
Elliptical wing
1
1.27
1.5
2
Delta wing
0.5
1
2
4

cmax
(mm)
40
25
25
25
30
30
30
30
50
40
40
30

c

(mm)
40
25
25
25
25.5
25.5
25.5
25.5
33.3
26.7
26.7
20

t /c

(%)
0.75
1.2
1.2
1.2
1.18
1.18
1.18
1.18
0.9
1.12
1.12
1.5
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４．実験結果と考察
4.1 矩形翼
Fig. 2に，アスペクト比の異なる矩形翼について，レイノ
ルズ数を変化させた場合の空力特性の変化を示す．
Fig. 2(a)はAR=2の矩形翼である．レイノルズ数Re=10,000
の 揚 力 係 数 CL を 見 る と ， CL は 迎 角 と 共 に 増 加 し ，
4deg≤α≤8degで揚力傾斜が僅かに増加するが，α=12degで最
大揚力係数CLmax=0.75をとり，その後僅かにCL は減少した
後一定値となる．レイノルズ数が減少するとRe≤3000では
CLmax は僅かに小さくなり，Re=2000では揚力傾斜も僅かに
変化するが，その変化は比較的小さい．ポーラーカーブを
見て，抗力係数CDは最小抗力係数CDminがレイノルズ数の減
少と共に増加するがそれ以外は変化が小さい．ピッチング
モーメント係数CM,0.25c は，α=0deg付近ではCM,0.25c=0で，僅
かに正の傾斜を持つが，α>5degで負に変化し，一旦一定値
になるが，その後徐々に負に増加していく．このレイノル
ズ数による変化は，揚力曲線の変化と同様に小さい．
AR=1.5 (Fig. 2(b)) になると僅かにCLmaxが大きくなり，そ
の揚力曲線の山は目立ってくる．しかし，レイノルズ数が
減少すると，Re=3000でCLmaxは小さくなり，Re=2000では見
られなくなる．CDやCM,0.25c も同様にAR=2の場合と比較して
レイノルズ数依存性はやや大きい．
AR=1 (Fig. 2(c)) の矩形翼については文献5) にその詳細を
示したが，低アスペクト比翼の特徴である翼端渦の渦揚力
によるCLの増加は，レイノルズ数の減少と共に低下し，渦
揚力の効果が見られなくなる．そのため，CLmaxもレイノル
ズ数が減少すると小さくなる．
AR=0.5 (Fig. 2(d)) になると，アスペクト比の減少によっ
て揚力傾斜は小さくなり，より高迎角までCL は増加し，
α≥45degでCL が急減するが，この傾向はレイノルズ数が減
少しても殆ど変化しない．
以上のように，矩形翼の場合，1≤AR≤1.5ではレイノルズ
数がRe≤5000に減少するとき，低アスペクト比翼の渦揚力
が見られなくなりCLmaxは小さくなる．
4.2 楕円翼
Fig. 3に，アスペクト比の異なる楕円翼について，レイノ
ルズ数を変化させた場合の空力特性の変化を示す．
AR=2 (Fig. 3(a)) では，Re=20,000においてもCLは大きくな
らず，アスペクト比の大きい特性曲線となる．ここではレ
イノルズ数が減少しても，Re=2000でα=10deg付近のCLが僅
かに減少するだけである．
AR=1.5 (Fig. 3(b)) では，Re=20,000のCLはα≥15degで傾斜
は小さくなるが迎角と共にCL は増加を続け，α=33deg付近
でCLmaxをとり，その後急減する．レイノルズ数の減少と共
に CL は 減 少 す る が ， レ イ ノ ル ズ 数 の 減 少 に 対 し て
15deg<α<40deg の 迎 角 範 囲 全 体 の CL が 減 少 し て い き ，
Re≤3000になると，この迎角範囲で平坦な揚力曲線になる．
これが完全な円板（AR=1.27 (Fig. 3(c))）になると，レイ
ノルズ数の減少と共にCL が急減する迎角が小さくなり，
Re≤3000では渦揚力によるCL の増加は全く見られなくなり，
CLmaxは大きく減少する．CDもCLの変化と共にレイノルズ数
が減少すると増加しなくなり，ポーラーカーブを見ると
Re≤3000では低アスペクト比翼の特性が見られなくなる．
AR=1 (Fig. 3(d)) の場合，レイノルズ数が減少してもCL，
CD, CM,0.25c の特性に大きな変化はなく，Re≤3000でCL傾斜が
僅かに小さくなり，α=40deg付近で急減するCL の迎角は僅
かに大きくなる．
4.3 デルタ翼
Fig. 4に，アスペクト比の異なる三角形の平面形を持つデ
ルタ翼について，レイノルズ数を変化させた場合の空力特
性の変化を示す．
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(L/D)max

CLmax

AR=4 (Fig. 4(a)) では，Re=10,000 においては α=15deg 付近
で CL が僅かに大きくなり山形に少し膨らんだ揚力曲線とな
る．レイノルズ数が減少するとこの部分が見られなくなり，
AR=4 では比較的レイノルズ数依存性は小さい．
AR=2 (Fig. 4(b)) になると，Re=10,000の揚力曲線は低アス
ペクト比翼の特性を示し，非線形な渦揚力が付加されるこ
とによってα=30deg付近で大きなCLを示すが，Re=5000では
僅かにCL の減少が見られ，Re≤3000では渦揚力によるCL の
増加は見られなくなる．特にRe=2000では揚力傾斜だけが
小さく低アスペクト比翼の特性は見られない．
AR=1 (Fig. 4(c)) では，Re=10,000では低アスペクト比翼の
渦揚力によるCLの増加が見られるが，レイノルズ数が減少
すると15deg<α<50degにおけるCLの減少が顕著になる．
AR=0.5 (Fig. 4(d)) では，Re=10,000では迎角の増加と共に
揚力傾斜が徐々に大きくなる低アスペクト比翼の揚力曲線
を示しており，α=45deg付近でCLmax をとる．レイノルズ数
が減少すると，徐々にCLmaxは小さくなるが，その揚力曲線
の形状は全体に揚力傾斜が僅かに小さくなるだけで，AR=1
のような非線形なCLの増加がなくなることはない．
Fig. 5は実験翼の主たる空力特性であるCLmaxと(L/D)maxの
レイノルズ数変化をまとめたものである．CLmaxは小さなア
スペクト比の方が高く，AR=0.5ではレイノルズ数の減少と
共にCLmax の減少は小さい．ただし，楕円翼はAR=1でも減
少しない．AR≥2ではCLmaxは小さいが，レイノルズ数の減少
と共に減少しない．すなわち，その間のアスペクト比では
レイノルズ数の減少と共にCLmaxは減少する．これに対して，
(L/D)maxはアスペクト比の大きい方が大きく，レイノルズ数
の減少と共に減少することが分かる．
4.4 考察
レイノルズ数が減少した場合にCLが減少する迎角範囲は
低アスペクト比翼に見られる翼端渦による渦揚力が付加さ
れる迎角である．このことは，渦格子法のような揚力面理
論に渦揚力としてPolhamasのSuction analogy10)を加えた理論
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Fig. 5 Reynolds number effects of main aerodynamic coefficients

値との比較で明らかである．すなわち，Re=10,000では理論
値に近い揚力曲線が得られ，Re≤5000ではSuction analogy を
加えない理論揚力係数，すなわち渦揚力を付加しない揚力
面理論値に近づく．この結果については，矩形翼は文献6，
楕円翼は文献7，デルタ翼は文献8を参照されたい．
渦揚力は翼端渦が翼面に付着することで，翼の循環が増
加して渦揚力として付加される．この翼端渦は流れの可視
化結果からレイノルズ数の減少にかかわらず見られる．し
かし，レイノルズ数が減少したとき，その渦は翼面から離
れ，翼に付着していない 6)~8) ．すなわち，翼端渦は発生す
るが渦揚力として付加されないことになる．これに対して，
さらにアスペクト比が減少すると，このCLの減少は殆ど見
られなくなる．この原因はよく分からないが，左右の翼端
が近づくことによって，左右の翼端渦が互いに翼面への付
着を助長するのではないかと思われる．
５

結言
翼の平面形特性において低アスペクト比翼はレイノルズ
数依存性が小さいと思われていたが，Re≤3000では，低ア
スペクト比翼に見られる渦揚力の付加が見られなくなる現
象が生じた．そのアスペクト比範囲は平面形によって異な
り ， 矩 形 翼 で は 1≤AR≤1.5 ， 楕 円 翼 で は 1.27≤AR≤1.5 ，
デルタ翼では1≤AR≤2であった．これは、昆虫サイズ翼に
見られる特有の空力特性の一つである。

本研究は，科学研究費補助金（課題番号16K06894）の補
助を受けて行われた．ここに謝意を表する．
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バブル型渦崩壊現象の軌道構造とテンソル不変量に関する考察
山田 健翔，鈴木 宏二郎
（東京大学）

Topological Structure of Streamlines and Tensor Invariants in Bubble-Type Vortex
Breakdown
by
Kento YAMADA, and Kojiro SUZUKI

ABSTRACT

A bubble-type vortex breakdown is known as a topological change of streamlines. Topological approaches from the aspect of the dynamical
system theory are promising to elucidate the fundamental structure of the vortex breakdown and classify the geometrical features into various
classes. In this paper, in order to clarify a relation between a bifurcation process of the topology of streamlines and tensor invariants of the
velocity gradient tensor, a bubble-type vortex breakdown was numerically simulated and the invariants of the velocity gradient tensor were
examined. Our result showed that the structure of a longitudinal vortex was highlighted by the negative discriminant of the velocity gradient
tensor and a minimum velocity inside the bubble-type vortex breakdown was on a surface where its determinant was zero.
１．はじめに
渦崩壊現象は縦渦における剥離のような現象であり，こ
の現象の発生はデルタ翼機の揚力低下や機首上げモーメン
トの増加などを誘起して機体の航行の安全性を低下させる
ことが知られている 1)．実験による流跡線の可視化から，
この現象は数種類に分類されており，主にバブル型とスパ
イラル型の二種類が観測される 2)．中でもバブル型は，実
験などの観測例の多さから最も基本的なタイプとして認識
されている．
バブル型渦崩壊現象の発生は，幾何学的な観点からは流
線のトポロジーの分岐として定義できる．軸対称非圧縮性
流体では，バブル型の分岐を表す流れ関数𝜑𝜑及び速度ベク
トル�𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢�の標準形（最もシンプルな形）は 1 つの分岐パラ
メータ𝜇𝜇を持つ多項式で以下のように書けると知られてい
る 3)．
𝜇𝜇
1
1
𝜑𝜑 � � 𝑟𝑟 � � 𝑟𝑟 � � 𝑟𝑟 � 𝑧𝑧 �
2
4
4
𝑢𝑢 𝑢

𝑢𝑢 𝑢 �

1 𝜕𝜕𝜕𝜕 1
� 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 2

1
1 𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝜇𝜇 � 𝑟𝑟 � � 𝑧𝑧 �
2
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)
(2)
(3)

この分岐パターンは図 1 のように示され，バブル型渦崩壊の
発生に伴うトポロジーの変化の様子が簡潔に描かれている．

その候補として，速度ベクトルの空間ベクトル微分である
速度勾配テンソルのテンソル不変量が挙げられる．これら
の不変量は座標に依存しないため，三次元流れにおける淀
み点周りの流れ場を分類するために用いられている 4)．こ
れまでに円筒容器内の渦崩壊現象についてテンソル不変量
を用いた特徴量抽出が試みられているが 5)，各不変量の空
間的構造については触れられておらず，また円筒容器内の
渦崩壊現象では境界壁に形成される強いシアによって渦崩
壊部分のみの性質を調べることは難しい．
流線の軌道構造と各テンソル不変量の関係が明らかにな
れば，上述の分岐モデルを任意の座標系に対して適用する
ことができるようになり，バブル型渦崩壊の発生箇所の探
索などへの応用が期待される．
よって本稿では，バブル型渦崩壊の流線の幾何学的構造
と速度勾配テンソルのテンソル不変量との関係を明らかに
することを目的として，縦渦のみのシンプルな流れ場を対
象としてバブル型渦崩壊の数値計算を行い，その結果に基
いて速度勾配テンソルの不変量について考察を行う．本稿
では，縦渦の運動の数値計算及び不変量の解析に円筒座標
を用いる．一つの縦渦を考えて，半径方向，周方向，軸方
向をそれぞれ�𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟�とする．数値計算は軸対称で行うため，
計算領域は周方向を除いた𝑟𝑟𝑟𝑟平面となる．解析や考察につ
いてもこの平面において行われる．これらの設定を図 2 に
示す．

図 1 バブル型渦崩壊発生の幾何学的な
パターン
上述のモデルはバブル型渦崩壊の発生パターンを示して
いるが，軸対称という非常に限られた範囲でしか成り立た
ないという問題がある．より一般的な状況に応用するには，
上述のモデルを座標に依存しない量で捉える必要があるが，

図 2 座標系と計算領域の設定
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２．解法
速度勾配テンソルは円筒座標において以下のように書か
れる．
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎛ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝐴𝐴�� � ⎜
⎜ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎝ 𝜕𝜕𝜕𝜕

1 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑣𝑣
�
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟
1 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢
�
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟
1 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎞
𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎟
𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎠

(4)

この 3x3 テンソルの各成分は，式(4)に見られる通り座標系
に依存するが，3x3 テンソルには座標系に依存しない 3 つの
不変量が存在する．
第一不変量𝑃𝑃は 3x3 テンソルの対角成分の和（トレース）
である．
𝑃𝑃 𝑄 𝜕𝜕𝜕𝜕�𝐴𝐴�� �

(5)

速度勾配テンソルのトレースは以下のように速度の発散で
あるため，非圧縮性流体においては恒等的に零となる．
𝜕𝜕𝜕𝜕 1 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕�𝐴𝐴�� � �
�
� �
� ��𝑣𝑣�𝒖𝒖�
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕
�0
第二不変量𝑄𝑄は以下のような量である．
1
1
𝑄𝑄 𝑄 𝜕𝜕𝜕𝜕�𝐴𝐴�� � � 𝜕𝜕𝜕𝜕�𝐴𝐴�� � �
2
2

(6)

この値は Q 値として知られ，その等値面が渦構造の判別に
しばしば用いられる．第一不変量の場合と同様の理由で，
非圧縮性流体では式(6)右辺第 1 項が零になる．最後に，第
三不変量𝑅𝑅は行列式である．
𝑅𝑅 𝑄 �𝑅𝑅𝜕𝜕�𝐴𝐴�� �

(7)

𝐴𝐴�� � � 𝑄𝑄𝐴𝐴�� � 𝑅𝑅 � �

(8)

これら 3 つの不変量を用いると，Cayley-Hamilton の定理
から，非圧縮性流体の速度勾配テンソルには以下のような
恒等式が成り立つ．

式(11)より，式(10)で表される固有値は判別式が負のとき，
1 つの実固有値と 1 対の共役複素固有値を持ち，それ以外で
は 3 つの実固有値を持つことがわかる．
以上のように速度勾配テンソルのテンソル不変量は，速
度勾配テンソルの固有値の構造を決定することがわかる．
以下では，数値計算を用いてバブル型渦崩壊の不変量の空
間的構造について考察を行う．
３．計算手法
本稿では軸対称非圧縮ナヴィエ・ストークス方程式を用
いて数値計算を行う．支配方程式は以下に示す通りである．
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢 𝜕𝜕𝜕𝜕
� �
�0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑣𝑣 �
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝜕𝜕
� 𝜕𝜕
�
��
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
(13)
1 𝜕𝜕 � 𝑢𝑢 1 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢 𝜕𝜕 � 𝑢𝑢
� � ��
� � � ��
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑢𝑢𝑢𝑢
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝜕𝜕
� 𝜕𝜕
�
�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕
(14)
1 𝜕𝜕 � 𝑣𝑣 1 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑣𝑣 𝜕𝜕 � 𝑣𝑣
� ��
� � � ��
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝜕𝜕
� 𝜕𝜕
��
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
(15)
1 𝜕𝜕 � 𝑤𝑤 1 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕 � 𝑤𝑤
� � � �
� ��
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝜕𝜕𝜕𝜕
計算手法には SMAC 法を用いた 7)．時間積分法について，
予測速度を算出する段階では 3 次精度 Adams-Bashforth 法
と粘性項を用いた 2 次精度 Crank-Nicolson 法とをハイブリ
ッドしたものを適用している．ポテンシャルの修正段階で
は，1 次精度の陽解法を用いている．離散化手法について
は，対流項に 2 次精度補間型中心差分法を適用することで
数値的なチェッカーボード不安定を排除し 8)，その他の項
には 2 次精度中心差分法を用いている．
本計算では，初期条件として Grabowski 分布を与える 9)．
この分布は Euler 方程式の解であり，渦崩壊を計算するた
めの縦渦のモデルとして用いられている 10)．具体的な形を
以下に示す．

(9)

この 3 次方程式の解は𝑄𝑄 � 0の場合三角関数の 3 倍角の公式
を通じて以下のように書けることが知られている 6)．
𝜆𝜆 � 2��

𝑄𝑄
𝑄𝑄
1
3𝑅𝑅
�� �
��� � �𝜕𝜕���� ��
3
3
3
2𝑄𝑄
2𝑘𝑘𝑘𝑘
� , 𝑘𝑘 � 0,1,2
�
3

(10)

これら 3 つの不変量とこれらを組み合わせた多項式は座
標系に依存しない．式(9)の判別式は不変量を組み合わせて
以下のように書ける．
� � ��𝑄𝑄� � 2�𝑅𝑅�

(11)

(16)

𝜕𝜕 � 0

固有多項式も同様にして書くことが出来るため，速度勾配
テンソルの固有値は以下の方程式の解となる．
𝜆𝜆� � 𝑄𝑄𝜆𝜆 � 𝑅𝑅 � 0

(12)

𝑤𝑤

𝑆𝑆𝑆𝑆�2 � 𝜕𝜕 � � 𝜕𝜕 � 1
𝑣𝑣 � �
𝜕𝜕 � 1
𝑆𝑆⁄𝑆𝑆

(17)

� ��
(18)
�1
� �𝜕𝜕 � 3𝜕𝜕 � � 𝜕𝜕 � 1
� �𝑅𝑅 � � 𝑅𝑅�𝑟𝑟
1
𝜕𝜕 � 1
Grabowski 分布には二つのパラメータ�α, 𝑆𝑆�が存在する．そ
れらの値による速度分布の違いは図 3 及び図 4 に示されて
いる．レイノルズ数と Grabowski 分布のパラメータの合計
3 つが計算で設定されるパラメータである．本稿では，パ
ラメータをバブル型渦崩壊の定常解が存在する�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅� �
�200,1,0.9�に固定して計算を行った．
境界条件については，図 5 に示すように，流入部を
Grabowski 分布，側面境界を滑り壁条件，流出部を以下に
示す対流流出条件として計算を行った．

𝜕𝜕
𝜕𝜕
� � � 𝒖𝒖 � �
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�

(19)
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の等間隔格子で構成されており，渦コア半径内に約 20 点集
められている．
４．結果および考察
まず定常解の流線と不変量の一つである速さの等高線
図のプロットを図 6 に示す． バブル型渦崩壊は，rz 平面に
3 つの不動点（軸上に 2 つと軸を離れて 1 つ）と，軸上の
2 つの不動点をつなぐヘテロクリニック軌道によってあら
わされている．また，速さからはバブル型渦崩壊に伴う
死水域が見て取れる．

図 3 周方向速度の Grabowski 分布

図 6 定常解の流線図と速さの等高線図
図 4 軸方向速度の Grabowski 分布
この対流流出条件では，流出速度𝐶𝐶は定数である．非圧縮
性流体では，この値を定数とすることでソレノイダル条件
が式の上で充たされ，流出速度𝐶𝐶の値の選択は解の形にほ
とんど影響を及ぼさないことが知られている 11)．本計算で
は𝐶𝐶 � 𝑟として計算を行った．

以下では，バブル型渦崩壊の速度勾配テンソルの不変
量の空間的な構造を調べる．図 7 には判別式の等高線図が
流線と共に示されている．判別式の値は軸周りで負の値
を取っており，軸を離れて𝑟𝑟𝑟𝑟あたりからは正となってい
る．これは軸付近の流れの速度勾配テンソルが共役複素固
有値を持っており，縦渦の存在を示唆している．また，渦
崩壊の存在する部分では判別式が負値とはいえど絶対値
は小さいことから，この部分では渦の強さが弱まってい
ることがわかる．
図 8 には第三不変量である行列式の等高線図が流線と共
に示されている．これに関しては，バブルの上流で正の
値，バブル下流で負の値を取っており，� � �となる線が
バブル内部を横切っている様子が見て取れる．第三不変
量が零となるとき，速度勾配テンソルは行列式のランク
が落ちており，少なくとも 1 つの方向には加速も減速もし
ておらず，2 次元流れとして考えられる．特に軸上では，
連続の式が退化して以下のように書き直せることから，
2

𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕
�
� ��
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜕𝜕

(20)

一方向の速度勾配が零であればもう一方の速度勾配も零
となる．これは速度の極値の存在を示唆しており，今回
のケースでは式(1)及び式(3)に見られるバブル型渦崩壊の
分岐パラメータである軸方向速度の極小値（分岐モデル
では極大値）に対応している．
図5

境界条件

計算領域は縦渦のコア半径（その半径以降は自由渦とな
る境界の値）を基準長さとして，半径方向 10，軸方向 20 の
長方形領域となっている．また，計算格子はスタガード格
子で，半径方向に 128 点の不等間隔格子，軸方向に 384 点
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度の停留点の（逆流速度が最大値を取る）座標に存在する
ことがわかる．以上の結果からバブル型渦崩壊の構造を不
変量の性質によって絞ることが出来る．その模式図を図 9
に示す．
本稿で得られた構造の特徴は，膨大なデータの集合であ
る流れ場の幾何学的情報からバブル型渦崩壊の構造を抽出
することが出来ると考えられる．これらに加え，速さなど
の不変量を更に調べることで，座標系に依存しない渦崩
壊の発生検知方法の構築に繋がることが期待される．

図7

判別式𝐷𝐷の等高線図

５．結論
本稿でバブル型渦崩壊の流線の幾何学的構造と速度勾
配テンソルのテンソル不変量の関係性を明らかにするた
めに，シンプルな縦渦のみの数値計算を行い，得られた
バブル型渦崩壊の幾何学的不変量について考察を行った．
第一に，バブル型渦崩壊は速度勾配テンソルの判別式
が負の領域で起きていることが示された．これはバブル
型渦崩壊が縦渦内で起こる現象であるために，回転成分
の存在が判別式の負値として現れていた結果であると考
えられる．また，渦崩壊の部分は負値ではあるが他の部
分に比べてその絶対値は小さいことも示された．これは
渦崩壊によって渦の強さが弱められたことに対応してい
る．
第二に，第三不変量である行列式は，その値が零とな
るところがバブル内部を横切っており，特に軸上では軸
方向速度の停留点に一致することが示された．これは軸
上では連続の式が変化し，一方の速度勾配が零になると
他方も零になることから導かれる．
以上の性質によって，バブル型渦崩壊に特徴的な構造
を一般の流れ場から絞り込むことができると考えられる．
今後はこれらの性質を組み合わせて，バブル型渦崩壊の
発生検知などに応用されることが期待される．
謝辞
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受けたものである．ここに謝辞を申し上げる．

図 8 第三不変量𝑅𝑅の等高線図

図 9 バブル型渦崩壊周辺の不変量の構造
以上の結果から，バブル型渦崩壊に特徴的な不変量の
構造を見ることが出来る．第一に，この現象は縦渦内で
起こることから，速度勾配テンソルの判別式が負となる．
また，バブル型渦崩壊は逆流（又は再循環）領域の形成
に伴い速度の極値を領域内部に持つ．極値では速度の勾
配が存在しないため，第三不変量である行列式のランク
が落ちる．このことから，𝑅𝑅 � �はバブル内部，軸方向速
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スクラムジェットエンジン性能向上に関する試み
―燃焼状態の再現
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A Trial for Scramjet Engine Performance Improvement
- Combustion Simulation
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ABSTRACT
Japan Aerospace Exploration Agency has been investigating scramjet engines in Kakuda Space Center using RamJet Engine Test Facility
(RJTF) et al. The engine tested at the flight condition of Mach 6 showed very steep fuel distribution. The fuel injected from the vertical
injector on the side wall stays near the side wall and the tap wall along the engine. The steep fuel distribution is an obstacle for the engine
performance completion. In order to solve the problem, the authors are focusing the influence of cowl shock wave on the fuel distribution.
In this paper the authors describe results of combustion calculation in the engine and discuss how the combustion calculation simulates the
real engine combustion flow field. Fair agreement is obtained in pressure distribution, but thrust performances do not yet agree well.
１．始めに
スクラムジェットエンジンとは、空気吸い込み式超音速燃
焼エンジン（Supersonic Combustion Ramjet Engine）のことで
あり、将来の極超音速推進機関として、米国、西欧、ロシア、
豪州、インド、中国等で研究が進められ、基礎的研究から飛
行試験まで広範に行われている。飛行試験では比較的最近の
例として米国 NASA が実施した X51A の飛行試験がある（1）。
また、豪州等では国際共同研究が活発であり、飛行試験を志
向した論文も見られる。一例を文献(2)に示す。
当宇宙航空研究開発機構角田宇宙センター（以下『当所』
と略記）では、スクラムジェットエンジンの技術確立を目指
し、旧航空宇宙技術研究所以来ラムジェットエンジン試験設
備（RJTF）(3)を用いた 2ｍ級サブスケールエンジン試験を中
心として飛行条件 Mach4、6、8 等の研究を重ねて来、多くの
知見を得ている。一部を文献 (4)~(15)に示す。
その RJTF エンジン試験の過程において、エンジン側壁から
垂直に噴射される燃料はエンジン流路断面全体には拡がらず、
側板や天板に貼り付く様な強い偏りを有することが判明して
いる(4)。これがエンジン性能発揮への障害となっている。
佐藤らは、当所で実施のスクラムジェットエンジン試験の
結果を踏まえ、エンジン内に生ずる衝撃波等により形作られ
る流れ場が燃料当量比分布に与える影響を数値流体力学
（CFD）援用にて調べている(16)~(19)。
特に、ストラット及びカウルの組み合わせが形作る衝撃波
構造がエンジン内流れの構造を決定付けており、その詳細を
CFD にて解析している。その過程でストラットがエンジン性
能に及ぼす効果を見出し、それを概念化し応用法を検討して
いる(20)~(23)。また、今日までストラット周りの流れ場の考察
を行う手段として流線の可視化及び遡り法（遡上法）を考案

し、その方法を用いて当量比分布改善に資する可能性のある
流線を見出し、これを『有効流線』と位置付けた(24)。
本報告では、これら実績を踏まえた燃焼計算の試行を進め
て来た中間的結果を述べる。目指すところはストラット噴射
の数値計算であるが、今回はその裏付け段階として、エンジ
ン試験結果に対応した側板垂直噴射の燃焼計算結果を記し
考察する。
２．ストラットが形成する流れ場と当量比分布
ストラットはエンジン空気吸い込み圧縮過程の流路中央
部に取り付けられるもので、空気力学的効果により圧縮過程
を短くし得、それによりエンジンの小型化、曳いては軽量化
に繋げられる等の利点が有る。当所の RJTF 試験結果の精査
により見出した効果とは、①高温三角域の形成(20)、②ストラ
ット背後の滞在時間の拡大 (22)、③ストラット背後の流体輸
送(22, 23)の三効果である。①『高温三角域』とは、ストラット
前縁からの衝撃波がカウル前縁からの衝撃波と三次元的に
重なり合って形成される高温度分布で、エンジン内の燃焼を
出力が増大する強燃焼に移行させるのに有効な温度分布で
ある。②『ストラット背後の滞在時間の拡大』とは、ストラ
ット背後に再循環領域が形成され、ストラットの後縁形状を
変えることで拡大でき、これを利用することより燃料の流体
としての滞在時間を長く確保でき保炎に有効である。③また、
『ストラット背後の流体輸送』とは、ストラット背後の後流
中で流体が天板側からカウル側に向かって輸送されるもの
で、噴射後の燃料の拡散と混合の促進に有効である。これら
の活用がエンジン性能の向上に資するものと期待出来る。
ストラットの働きについては過去には当所工藤らにより
小型燃焼風洞を用いた要素試験にてストラットからの燃料
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噴射の効果が確認されている(25)。
噴射孔の設置位置の多様化にはストラット利用は有効な
選択肢であると考える。
３．エンジン形態と性能
図 1 は当所で供試したエンジンで、インレット、分離部、
燃焼器、燃焼器拡大部、ノズルの各要素より成り、正面断面
が幅 200mm、高さ 250mm で、全長が 2100mm、側板が全体
に 45 度の後退角を有し、天板・両側板・カウルの 4 枚より
構成される矩形断面型のものである。分離部の出口には後向
きの段差があり、その段差の下流 32mm の位置に孔径 1.5mm
の燃料垂直噴射孔が 12 本並ぶ。また、エンジン流路中程に
は天板にストラットが装着され、当形態では側板と同じ高さ
の 5/5 高さストラットが装着されている。RJTF 試験では試験
番号 M6S43 等一連のものに該当する。尚、このストラット呼
称はストラットの高さを変える試験（1/5 高さ等）を行った
ことによる。尾部は、後述するボートテイル形ストラットに
比し相対的に長めで矩形である。
RJTF における試験条件は、飛行条件 Mach6 相当（エンジ
ン入口 Mach5.3）
、総温 1500K、機体下面境界層込み等である。
この 5/5 高さストラットエンジン形態は、RJTF 試験
（M6S43
等）にて速やかな強燃焼移行と高い燃焼効率等を示し、比較
的低い当量比で発生推力 1620N を出し、比較優位な形態であ
ることが確認されている(4)。また、良好な性能と流れ場の関
係については佐藤らが検討し報告している(20, 26)。

View of the engine

部分が矩形であり、ボートテイル形ストラットは後縁手前で
絞られた形であり全長も短い。全長は、5/5 高さストラット
が 393mm（図 2a）
、ボートテイル形ストラットは 301mm で
ある（図 2b）
。この形状とした狙いは後縁を絞り抗力を下げ
ることと後縁下流にて流体の滞在時間を確保することの両
立である(27)。
４－２ 数値計算方法
計算には汎用熱流体解析ソルバ ANSYS Fluent を用いた。
最少格子幅はストラット前縁周辺等の 0.1mm である。計算で
はエンジン左右中央断面を対称面とする右舷半裁を対象と
し、格子数は 503 万、対流項評価の数値流束は AUSM＋、制
限関数は二次精度、時間積分は陽的解法、乱流モデルは k-ε
である。壁面は断熱壁と仮定した。
気流条件は、流入マッハ数 5.3 等 RJTF エンジン試験条件
に揃えている。機体下面境界層に相当する設備境界層も込み
である。
燃焼計算に関しては、反応モデルは Petersen and Hanson の
論文(28)を元に水素-酸素の反応式を Fluent に読み込ませたも
のを用いている。

a) 5/5-Height Strut configuration

The position of 12 fuel injectors on the side wall.
Fig.1 Outline of scramjet engine tested.(4)
upside-down on the test bed.

The engine is set

４．比較形態－試験済み形態と仮想形態
４－１ 計算対象
図 2 には 5/5 高さストラット形態とそれに対比するボート
テイル形ストラット形態の詳細を示す。前者は試験済みの形
態であるが、後者は改良型提案エンジンであり仮想形態であ
る。両ストラットも側板と同じ高さのストラットではあるが、
当論文では上の様に呼び分ける。5/5 高さストラットは後縁

b) Boat-tail Strut configuration
Fig.2 Two types of strut. Configurations with 5/5-Height Strut
(a) and Boat-tail Strut (b) are compared by means of CFD.
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燃焼モデルは Finite Rate Chemistry（有限速度反応）
、反応
は 9 種 20 素反応である。
尚、数値計算には当機構の統合スーパーコンピュータ
『JSS2』を用いた。角田からは高速回線 Sinet を介した遠隔
利用である。
５．流れ場の歪
燃料当量比分布の偏りの原因の一つが流れ場の歪である。
これは、前述の通りエンジン内に形成される衝撃波等が形作
るものであり、この歪に就いては佐藤らが今日まで RJTF デ
ータを基に CFD 解析を進め詳細を調べて来た(18)。概要は文
献(29)に示す。
これら調べの結果、側板噴射孔位置からの流線はエンジン
断面中心部に届く傾向は見当たらない。当所のエンジン試験
結果(4)と重ね合わすと、側板垂直噴射には限界があることが
確認できる。エンジン断面中心部に燃料を届かせ且つ気流の
質量流率（密度×速度: ρu）の高いところに燃料を分配するに
は、ストラット周辺からの噴射を追加する必要が有り(30)、そ
の噴射が巧妙に行われて初めて燃料偏在の補正が可能とな
る。
詰まり、側板垂直噴射には限界が有ることから、ストラッ
ト噴射をも視野に入れ噴射方式の多様化を検討する必要が
有る。その為にも CFD による仮想実験が必要である。
６．燃焼計算の結果
次に燃焼計算を試行した結果を述べる。今日までのエンジ
ン内流れ場の探索(24)では、纏まった高質量流率(ρu)領域が見
出されており、ここに燃料を拡散すれば当量比分布の改善に
つながり得、それを実現する方策がストラット噴射であるが、
検討の基本条件を確保するため、先行的に燃料の側板垂直噴
射の流れ場を対象として燃焼計算を行った。既存 RJTF エン
ジン試験データとの対比を行い、Fluent を用いた燃焼計算が
どれほど現象を再現するかを確認して置くためである。
計算条件は前述の通りであるが、燃料噴射の条件は次の通
りである。噴射燃料は気体水素 H2、流量は燃料噴射孔 1 本当
たり 2g/s、噴射孔は片側板に 12 本、両側板では 24 本となる
ので、総流量は 48g/s である。次に計算結果(31)を示す。
６－１ エンジン内圧力分布
図 3 に燃焼条件下のエンジン内圧力分布を示す。図 3a は
5/5 高さストラット形態、図 3b はボートテイル形ストラット
形態であり、何れも側板半値高さに添った壁面圧力分布を示
す。流れは左から右に向かい、段差下流の燃料噴射孔 12 本
（両側で 24 本）から気体水素燃料が噴射されている。
横軸はエンジン軸方向距離で、エンジン入り口天板の前縁
が原点（0mm）である。縦軸は気流総圧で無次元化した壁面
圧力である。エンジンの各要素との対応は図 2 に示した通り
である。赤丸●で示したものがこの度の燃焼計算結果である。
5/5 高さストラット形態の方はエンジン試験済みの形態であ
るので、実験結果(4)を十字印＋で併記する。
先ず、5/5 高さストラット形態に於いて燃焼計算の結果と
比べる。燃料噴射孔位置は横軸で約 975mm の位置である。
これより上流は気流状態、下流は燃焼状態である。実験値を
見ると、燃焼状態の区間、横軸で 1,135mm の位置に壁面圧力
21/1000 の尖頭値が有り、計算値はこれを下回っている。こ
の尖頭値は 5/5 高さストラットの対岸部分に生じたものであ
り、言うまでも無く燃焼状態下のものである。そして、この
尖頭値はストラット前縁からの斜め衝撃波が側板とストラ
ット側面との間で反射を繰り返し到達して生じたものであ
り、加えて側板前縁からの斜め衝撃波が側板とストラット側
面との間の流路を反射しながら、ここで重なって出来ている
ものである。
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実験値ではこのように二系統の衝撃波が重なっているが、
燃焼計算の方では重なるまでには至らず、前述の過小評価の
山に留まっている。そうなった理由に就いては目下次のよう
な考え方をしている。
当燃焼計算には Finite Rate Chemistry（有限速度反応）を用
いており、これは層流下の反応を前提としたもので、演算そ
のものは順調に進んだが、実際の流れ場は相当部分が乱流の
はずであり、燃焼計算が実現象を再現し切れていない可能性
が有る。また、燃焼条件下でカウル衝撃波が到達する天板周
辺の流れ場を捉えるのに、燃焼計算の格子が必ずしも適合し
切れていない可能性が有る。反応モデルの使い方や格子の組
み方に関して更に詳細な検討を加える必要が有る。
然しながら、その尖頭値の次の山ところでは計算値が実験
値に対して概ね合っている。この二番目の山がエンジン発生
推力の大部分を生み出しているところなので、この計算結果
は概ね妥当なものだと考えている。

a) 5/5-Height Strut configuration

b) Boat-tail Strut configuration
Fig.3
Results of combustion calculations in the both
configurations – pressure distributions along engine side walls.
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積分推力で比べる。5/5 高さストラット形態では、計算結
果から求めた積分推力が 715N である。同形態の同等のエン
ジン試験結果の実測発生推力は 1052N であった。まだ発熱に
よる圧力上昇を適切に反映し切れていない部分がある。
また、ボートテイル形ストラット形態では計算結果から求
めた積分推力は 825N であった。こちらも圧力上昇を適切に
反映し切れていない部分があるが、5/5 高さストラット形態
に比し高めの値を示しており、推力上昇を期待させるもので
ある。今後、燃焼流れ場の詳細の点検を進める必要がる。
昨年の報告(32)では実験結果と計算結果の開きは大きかっ
たが、今回はその開きを相当程度縮めることが出来た。よっ
て、今回の結果を基としてエンジン内部流の各物理量（質量
流率 ρu、燃料当量比φ等）に係る考察も有効性の高いものに
なると考えている。
６－２ エンジン内当量比分布
図 4 にエンジン出口における燃料当量比分布を示す。図 4a
は 5/5 高さストラット形態、図 4b はボートテイル形ストラッ
ト形態のものである。図では上がカウルで下が天板である。
燃料噴射条件はエンジン試験の条件に合せ、燃焼器入口段
差下流 32mm の位置に並ぶ 12 本の側壁噴射孔からの垂直噴

射、燃料流量は左右両側板合計で 48g/s である。図に添えら
れた当量比色識別は赤が 1.0、青が 0.0 である。
両者とも全体に両側板の天板寄りに当量比が高くカウル
の中心方向に向かって低くなる分布である。但し、両者間で
比べると、ボートテイル形の方が相対的に当量比の拡散が進
んでおり、当量比 1.0 の領域は僅かにしか現れていない。拡
散を促す要因をエンジン内流れ場中から見出す必要がある。
この図 4a のエンジン形態はエンジン試験済みのものであ
り、当量比分布の実測値がある。その実測値(4)を図 5 に示す。
総燃料流量は 48g/s である。この図 5 と先の図 4a とを比べる
と、計算では全体に両側板の天板寄りに当量比が高くカウル
中心方向に向かって低くなる傾向は捉えられているが、両側
板の天板寄りに高い当量比分布（φ≧1.0）の領域が張り出し
ており、燃料の拡散を捉え切れていない様子が伺える。計算
における流れ場を更に詳しく調べる必要が有る。特に、カウ
ル衝撃波の角度やその下流の流れ場は、燃焼の進行度合いに
より影響を受ける(33)ので、カウル衝撃波の影響下にある流れ
場を丹念に追う必要が有る。
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1.0

a) 5/5-Height Strut configuration

5/5-Height Strut configuration, fuel flow rate 48g/s, RJTF
Fig.5 Measured equivalence ratio distribution at the engine exit in
the combustion flow in the RJTF test.(4)

0.1

0.5

1.0

b) Boat-tail Strut configuration
Fig.4 Calculated equivalence ratio distribution at the engine exit
in the combustion flow.

７．ストラット噴射の試み
当燃焼計算は、不充分ではあるものの燃焼下のエンジン内
圧力分布が再現できるところまで到達できたので、次の段階
の準備に掛かっている。次の段階とはストラット噴射の仮想
実験である。ストラット噴射を行うことで、当量比の低いエ
ンジン断面中央部に燃料を補充し、燃料当量比分布の偏りを
改善するのが狙いである。ストラット面における噴射位置は
予てより CFD の結果を基に仮想流線を遡る方法を用いて候
補位置を定めていた(24)。その位置とは、エンジン内流れ場の
高質量流率領域に向かう流線の通る位置である。これに則り、
今回はストラット側面の三か所に孔径 1.5mm の燃料垂直噴
射孔を設けた。新設位置の求め方に就いては文献(24)で報告済
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みである。
今回の試みでは、噴射条件を噴射孔 1 本当りの流量を 1.6g/s
とし、既存側板垂直噴射と合計で総流量 48g/s に合わせた。
このストラット噴射を追加した条件で燃焼計算を進めてい
る。
現在の所、計算で噴射と燃焼反応が進んでいる状況を確認
しているが、燃料噴射孔周りにおいて計算の境界条件の設定
に何らかの不備が有るのか、所定の燃料流量に達していない
状況である。今後、計算条件の設定と流れ場の状況を子細に
点検し見直しを進める。
８．終わりに
エンジン試験実施済みのエンジンと改良型提案エンジン
とに就いて、側板垂直噴射条件の燃焼計算を行った。尚も流
れ場を詳細点検する必要が有るものの、エンジン試験済み形
態では計算結果が概ねエンジン試験結果と一致した。不一致
部分に就いて検討を深めると共に、今回の計算結果に則り仮
想実験に進めて行くことが出来る。
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