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まえがき
第 35 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 29 年 6 月
28 日（水）から 30 日（金）の 3 日間にわたり、国立オリンピック記念青少年総合センター（東
京）において開催されました。講演数は 126 件（招待講演とワークショップを除く）、参加登録人
数は 285 名と一昨年（東京開催）と概ね同等の人数となり盛会でした。
初日の 28 日には、第 3 回の CFD ワークショップ”Aerodynamics Prediction Challenge（APCⅢ）”を開催し、JAXA から提示された新たな風洞試験データと CFD 解析結果との詳細な比較検
証が報告され活発な議論が交わされました。その後、産学官の交流を目的に昨年度から始めた試
みである Networking Session をオリンピック記念青少年総合センターD 棟 9 階「レストランさ
くら」で開催し、約 70 名の参加がありました。ここでは、APC-Ⅲでは議論しきれなかった CFD
解析が取り組むべき課題について熱心な議論が交わされました。
29 日には，海外からの招待講演として Center for Turbulence Research, Stanford University
（米国）の Parviz Moin 教授をお招きし、”Progress and challenges in numerical simulation of
multi-physics turbulent flows in aerospace applications”という題目でご講演を頂きました。講
演では、Large Eddy Simulation（LES）の進展と高レイノルズ数乱流境界層の予測を念頭に近年
開発が進められている壁面近傍をモデル化する LES の計算手法およびその実問題への適用例を
ご紹介頂きました。LES 解析と壁面近傍モデルは、極超音速風洞など将来の輸送系の風洞試験と
CFD 解析の連携にも重要なテーマであり、時機を得た講演に熱心な議論が続きました。
最終日の 30 日には、JAXA の大貫 武氏から、「JAXA 航空プロジェクトの経験から」という
題目でご講演を頂きました。JAXA 航空技術部門において、超音速機技術の研究の一環として実
施された「小型超音速旅客機技術の研究開発（ロケット実験機）」および「低ブーム機体概念実
証（D-SEND）」の２つのプロジェクトで、失敗とそれを受けてプロジェクトが成功するまでの
貴重な経験をお話し頂きました。流体力学、CFD と専門化された分野での研究を進める参加者に
とって、システムとしての性能をどう検証するか、研究開発マネジメントとはどうあるべきか、
普段、あまり接しない話題について考えさせられる良い機会となりました。
企画セッションでは流力／ANSS 合同企画に加え、流力側から 2 件、ANSS 側から 3 件の特別
企画が提案され実施しました。これらは特定の課題に対して活発に議論し、検討を深めようと企
画されたもので当該分野の研究の活性化に貢献しています。流力側では「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」が実施され、ANSS 側では「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」、
「燃焼・反応の数値解析とその展開」を実施しまし
た。とくに燃焼・反応の数値解析では、自動車など他分野への応用も発表され、航空宇宙技術が
社会にどのように役立っているか先行事例が紹介されました。
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
JAXA 次世代航空イノベーションハブ長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、また国立オリンピック記念青少年総合センターの方々等、関係者各位のご尽力に謝
意を表します。
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流体力学講演会 (FDC)/ 航空宇宙数値シミュレーション
流体力学講演会(FDC)/航空宇宙数値シミュレーション技術シン
技術シンポジウム (ANSS) 合同企画「航空教育支援フォーラム」
ポジウム(ANSS)合同企画「航空教育支援フォーラム」概要報告
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 数値解析技術研究ユニット）
A Short Report on the Organized Session “Aeronautical Education Aid Forum”
Hideaki AISO and Kei-ichi MURAKAIMI (Aeronautical Technology Directorate, JAXA）
ABSTRACT
The article gives a brief report on the organized session “Aeronautical Education Aid Forum”. This session is
specialized in education aid activity using the software developed by JAXA. Recently, JAXA developed two
numerical simulation tools for R&D, “BOXFUN” and “FaSTAR-Move”, which will be used for education aid at
universities as well. The main part of session is devoted to technical introduction of the tools. The annual activity
of education aid is reported. The final part is discussion among the attendees.
１．はじめに
今回のフォーラムは、JAXA内で開発されたCFD等
の数値シミュレーションプログラムを活用する教育
支援活動（それらのプログラムを大学・高専等教育
機関に貸出し、各機関で学生の授業や研究指導に利
用いただく）に話題を特化して開催した。
２．話題提供
2人の登壇者により話題の提供があった。
(１)JAXAの新ソフトウェアの紹介
『JAXA提供研究成果の最新動向』とのセッション
副題が付けられた通り、今回セッションの主な話題
は、新たに開発された格子生成ツール「BOXFUN」
（現在広く利用いただいているHexaGridの後継とし
ての位置付けで提供予定）とFaSTARを発展させた
「FaSTAR-Move」の紹介である。これらツールの開
発に携わった石田崇氏（JAXA航空技術部門数値解析
技術研究ユニット）が登壇し、開発の背景・動作原
理・機能等について解説した。内容に関しては次頁
以降に掲載する石田氏の発表スライドを御覧いただ
きたい。
また、これらのプログラムについてプログラム著
作物登録は既に完了済であり、マニュアルは整備途
上であるものの教育支援での貸出も可能であること
が村上より補足された。
(２)教育支援での利用状況等の報告
引続き、昨年度の教育支援でのJAXAソフトウェア
の利用状況等の報告を相曽が行った。要点は以下の
通り。
・ 利用機関は24大学および3高専と着実に増加
している。授業や演習の他に、卒業論文、修
士論文、博士論文の作成でも利用され、概ね
教育支援本来の方向性で利用をいただいてい
る。
・ アンケート結果から推察すると、CFD等の計
算法やその原理の理解よりも、CFDを総合的
に理解し使いこなす事に利用の重心が移りつ
つある。これはここ数年の一貫した傾向でも

ある。今後の教育支援活動の方向性や提供物
の内容を考える上でも重要である。
・ 2回目のユーザー会が2017年5月に開催され、
ユーザーによる数分程度のミニプレゼンテー
ションを募集したところ4件の応募をいただ
き、それぞれのプレゼンがユーザー間の活発
な情報交換につながった。
３．総合討論
その後、総合的な討論に移った。質疑応答の他、
参加者から次のような問題提起があった。
・ チュートリアルは比較的よくできている。実
際、その段階では学生もスムースに入ってい
ける。しかしチュートリアルを一通りこなし
た後、学生自身が独自の問題に取り組んだ時
に遭遇する障害の解決は一気に困難になる。
（チュートリアルやマニュアルで解決の糸口
をつかむことが困難）そのような場面での問
題解決能力を高めるための工夫はどのような
ものが考えられるか。
・ コンピュータ周りの環境は短期間でも大きく
変化し、例えば、UIの進歩との引換えでコマ
ンドライン入力に戸惑う学生が出てきている。
そのような変化にどのように対応していくか。
４．おわりに
JAXAソフトウェアの教育支援での利用は定着し
つつあるが、今後も計算機や技術全般の環境の変化
に対応し、双方にとってより有益なものとしていき
たい。
最後に今回の議論に参加し教育支援活動の今後の
発展やJAXAのソフトウェア開発に有益な意見を述
べていただいた参加者の皆様方、及び資料の提供を
いただいた石田氏への謝意を表する。

（次頁以降、石田氏による「BOXFUN」および
「FaSTAR-Move」についてのスライドを掲載）
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)'&$166合同企画 「航空教育支援フォーラム：-$;$提供研究成果の最新動向」

最新動向紹介：%2;)81

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
+H[D*ULGから%2;)81へ

%2;)81紹介
%2;)81685)
%2;)8192;
%2;)81816

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

2
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宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-004

+H[D*ULG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fカ月⇒+H[D*ULGでf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3&または-66（-$;$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

+H[D*ULGの特徴
 質の悪い67/データにも対応
 複数の67/データに対応可能

⇒
⇒

&$'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 [\]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

4
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+H[D*ULG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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%2;)81の開発
 +H[D*ULG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
⇒%XLOGLQJ&XEH法のフレームワーク活用

 名称：%2;)81
%ORFNEDVHGY2;HO IRU)LQH81VWUXFWXUHG JULG
 開発環境

 開発言語：
 可視化ライブラリ：
 *8,フレーム：

&9LVXDO6WXGLR
2SHQ*/*/87
*/8,（研究開発用），4W（配布用）

 動作環境

 :LQGRZV
 /LQX[（-66のリモートデスクトップ含む）

 プログラム構成

 %2;)81685)：
 %2;)8192;：
 %2;)81816：

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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%2;)81685)
 入力STLファイルから非構造データおよび稜線情報を構築するモジュール
 STLファイル入力
 バイナリ
 アスキー

 非構造データ作成
 node
 edge
 triangle

 稜線情報抽出

 自動抽出
 手動抽出（マウスピック）

 表面格子データ作成
 facet情報
 稜線情報

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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特徴線抽出



入力はSTLファイル形式を想定



閾値を入力し，形状特徴を抽出



マウスによる手動抽出も可能
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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%2;)81685)
 手動による稜線情報作成

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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%2;)8192;
 入力表面格子データを基に階層型直交格子を生成するモジュール

 表面格子データ入力
 バイナリ

 直交格子生成

 階層型
 セルベース/ブロックベース
 IB法用モジュール
 LBM用モジュール

 直交格子データI/O
 Tree情報
 バイナリ

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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9R[HO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

flag

12

11

10

9

8

Z depth

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

X

XQVLJQHGVKRUW型変数 ：>E\WH@ >ELW@
XQVLJQHGLQW型変数

：>E\WH@ >ELW@

各軸方向のGHSWK

：>ELW@

解像度

：231

f

2147483648
代表長さ𝐿𝐿∞ ，外部領域100𝐿𝐿∞の時，4.7 × 10−8 𝐿𝐿∞

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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擬似次元格子対応
 従来の+H[D*ULGには無い機能
 次元格子生成モジュールを用いて擬似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
 2PQLWUHHの制約上，分割数はのべき乗
 奥行きの長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
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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

：階層
：階層

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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5HILQHPHQW%R[による細分化
 *8,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ER[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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$GDSWLYH5HILQHPHQW
 曲率の大きい所を簡易的※に細分化する
※着目しているYR[HO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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$GDSWLYH5HILQHPHQW
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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%2;)81816
 6面体非構造格子を生成するモジュール
 直交格子データ入力
 バイナリ

 表面格子データ入力
 バイナリ

 直交格子投影

 稜線投影
 手動修正（マウスピック）

 プリズム層挿入
 成長率
 最小格子幅

 非構造格子出力

 fsgrid
 表面格子生成
 空間格子生成

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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直交投影面作成



STLに対して階層型直交格子を生成



物体壁面に投影する直交格子面を作成



特徴線情報を直交格子面に対応付ける（手動による修正が必要）
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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形状への投影＆プリズム層挿入



直交格子面を物体に投影させ表面格子作成



隙間にプリズム層を挿入

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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%2;)81816
特徴線の始点・終点の接続修正 %HIRUH

※法線は面積による重み付で方向が決まるため，必ずしも望ましい接続関係にはならない.
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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%2;)81816
特徴線の始点・終点の接続修正 $IWHU

航空技術部門 数値解析技術研究ユニット
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%2;)81816
特徴線の接続関係修正 %HIRUH$IWHU
Before

After

※最近点の進行方向ベクトルを用いるため，望ましい接続関係にならないことの方が多い.
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

②

全ての表面格子点と特徴線との距離計算を行う

③

距離を評価関数にしてダイクストラ法を適用

④

始点からコスト計算開始

⑤

対象の表面格子点が無くなるまでコスト計算実施

⑥

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

BOXFUN

+H[D*ULGとの比較
HexaGrid

28

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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データ構造の整理 ELW環境下
㼕㼠㼑㼙
㼎㼎㼤㻌㼜㼠㼞
㼢㼕㼞㼠㼡㼍㼘
㼕㼚㼐㼑㼤
㼍㼠㼠㼞㼕㼎㼡㼠㼑

㼠㼛㼠㼍㼘

㻞㻠

㼕㼠㼑㼙
㻿㼔㼍㼜㼑
㼚㼛㼞㼙㼍㼘
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㻝㻢

㼠㼛㼠㼍㼘

㻯㼁㻺㻿㻾㼑㼏㼠
㼚㼡㼙㼎㼑㼞 㼙㼑㼙㼛㼞㼥㼇㼎㼥㼠㼑㼉
㻝
㻞㻠
㻟
㻞㻠
㻠
㻟㻞
㻠
㻟㻞
㻠
㻟㻞

㻝㻠㻠

㼕㼠㼑㼙
㼟㼔㼍㼜㼑
㼚㼛㼐㼑
㼑㼐㼓㼑
㼒㼍㼏㼑

㼕㼠㼑㼙
㻿㼔㼍㼜㼑
㼚㼛㼐㼑㻌㼜㼠㼞
㼑㼐㼓㼑㻌㼜㼠㼞
㼟㼔㼍㼜㼑㻌㼜㼠㼞

㻝㻜㻠

㻯㼁㻺㻿㻱㼐㼓㼑
㼚㼡㼙㼎㼑㼞
㼙㼑㼙㼛㼞㼥㼇㼎㼥㼠㼑㼉
㻝
㻞㻠
㻞
㻝㻢
㻝
㻤
㻞
㻝㻢

㼠㼛㼠㼍㼘

㻢㻠

㻯㼁㻺㻿㻴㼑㼤㼍
㼚㼡㼙㼎㼑㼞 㼙㼑㼙㼛㼞㼥㼇㼎㼥㼠㼑㼉
㻝
㻞㻠
㻤
㻢㻠
㻝㻞
㻥㻢
㻢
㻠㻤

㼠㼛㼠㼍㼘

㻞㻟㻞

 6KDSHクラスを継承させて各種要素のデータ構造を定義
 +DQJLQJQRGHHGJHUHFWをまとめて取り扱おうとすると、データが肥大化
⇒現状ではKDQJLQJQRGHありの状態
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メモリ使用量 ELW環境下
非構造データの要素数見積もり（$OO+H[Dの場合）
QKH[D
fQKH[D
f QKH[D
f QKH[D

+H[D
1RGH
(GJH
5HFWDQJOH

各要素のメモリ使用量





+H[D
1RGH
(GJH
5HFWDQJOH

>E\WHV@
>E\WHV@
>E\WHV@
>E\WHV@

全体のメモリ使用量
0KH[D
0KH[D

α[*%@
α [*%@
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低メモリ化対応：メモリ確保の変更
 従来のメモリ確保方法

 9R[HO要素数（+H[D要素数）から空間格子の要素数を余分に確保


+H[D

QKH[D



1RGH

 QKH[D

・・・+H[D要素は頂点数



HGJH

 QKH[D

・・・+H[D要素は辺数



5HFW

 QKH[D

・・・+H[D要素は面数

 四角形要素数：QEGUHFWとプリズム層数：QSULVPからプリズム層の要素数を同様に確保

 今回のメモリ確保方法

 配列クラスを新たに定義
 事前に使用する要素数を決める
 格子生成作業中に配列が溢れたら、次のメモリ空間に新たにメモリ領域を確保する
⇒配列の連結リスト
 新たなメモリ領域でもDUUD\>@でアクセスできる仕組みを組み込む⇒演算子オーバーロード
 メモリアクセスのオーバーヘッドは増えるが、使用量は抑えられる
([ 要素数のメモリレイアウト

array[]⇒

0

1

2

…

領域A
99

100

領域A

101

…

198

領域B

199

一方向ptr

領域B
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大規模格子生成：1$6$&50
coarse

medium

fine

Extra

最大階層

13

14

15

16

Smoothing
range

20

20

20

20

格子点数

5332807

15787099

50451793

174936195

総セル数

5126829

15310414

49152135

170838235

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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$3&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&50解析

 APCⅢ用に風洞壁込みの&50解析格子作成
 作業時間は，67/修正含めて～日程度
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&50解析
Wing root

Wing root

Wing TE

Tail

Strut

Sting base
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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QHJDWLYHYROXPHが発生するが，)D67$5の前処理でFHOO
FHQWHU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

 +H[D*ULG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/DSWRS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
 %2;)81の開発状況について報告した．

 *8,を用いたマニュアル操作による特徴線捕獲の改善
 %&0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




表面格子を四角形⇒三角形へと分割し，形状表現の自由度を高める
特徴線捕獲の自動化を促進し，ユーザの負担軽減
+H[D*ULGライクな使い方への対応

 リファクタリング


低メモリ化，メモリリーク対応，*8,上でのUHILQHPHQWER[による柔軟な細分化，分
散並列対応， HWF

 *8,の整備



操作性向上
マニュアルの整備

 Β版配布
航空技術部門 数値解析技術研究ユニット

38

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
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(FDC/ANSS合同企画6)「航空教育支援フォーラム：ＪＡＸＡ提供研究成果の最新動向」

最新動向紹介：FaSTAR-Move

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
株式会社 菱友システムズ

Introduction
計算速度の向上 (FaSTAR) / 計算機性能の向上に伴い (JSS2)
ユーザーのニーズも移行
定常・準定常解析

大規模非定常解析
移動・変形する物体周りの解析

大規模非定常解析への取り組み
FaSTARの前処理・後処理を並列化，処理能力の向上，ストレージやI/Oの負荷
削減といった整備が進んでいる．
橋本敦 et al., JSASS-2016-2008-F/A, 2016.

移動・変形する物体周りの解析への取り組み
現行のFaSTARでは，未対応であったため，2015年度より移動・変形する物体
周りの解析モジュールを有するソルバ『FaSTAR-Move ver.1』の開発に着手
青山剛史 et al., JSASS-2016-5214, 2016.

株式会社 菱友システムズ

1
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FaSTAR-Moveの概要
FaSTAR-Move

移動・変形する物体周りの解析に対応した
移動・変形物体解析モジュール (ver.1)
開発中
スライディング格子に対応し，
エンジンのファン・圧縮機・タービンなどの翼列解析，
熱連成解析を可能とするエンジン解析モジュール (ver.2)
(2018年度より着手予定)

移動・変形物体解析モジュール
⇒ 移動重合格子法を採用
複数の格子の重ね合わせで，物体周りの格子を作成するため，
複雑な形状や一部分が移動・変形する物体に対して効果的な手法

株式会社 菱友システムズ

FaSTAR-Moveの開発目的/仕様設定
目的
移動・変形する物体周りの解析に対応することで，
FaSTAR (FaSTAR-Move)の実用化を促進し，実用的な技術基盤を目指す
⇒航空機開発の高速化を図り，競合機に対する市場競争力を強化する．
仕様設定
 移動・変形する物体周りの解析に対応
 解析現場にて現実的な時間内で解析
 精度は空力/運動連成解析の場合，風洞試験結果との差が20 %以内
AEDCの検証問題
(搭載物分離解析)
M = 0.95
青 : 風洞試験結果
赤 : CFD(Beggar)
緑 : CFD(USM3D)

W. Aziz et al., Production Use of Overset Grid Technology
in the US Air Force Aircraft/Store Compatibility Enterprise, October 2012.
株式会社 菱友システムズ

2
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仕様設定に対する課題と対策
一番の課題
 現実的な計算時間内で解析可能であること
⇒重合格子法では，複数の格子の重なりを判定し，
計算点/非計算点や補間点の設定をするホール・カット処理
が必要で，その処理の際に行う，重なる格子の空間探索に
要する時間が問題

対策
 空間を効率よく探索するアルゴリズムの
Alternating Digital Tree (ADT)の導入
 MPIの実装( ハイブリッド並列 (プロセス並列 + スレッド並列) )

株式会社 菱友システムズ

Alternating Digital Tree (ADT)
 格子生成や重合格子で良く使われている手法
 二分木探索（binary tree）のデータ構造
 要素数がnで理想的な完全二分木が構築できた場合，
計算量はO(log2(n))（線形探索の場合O(n)）
nodeのADTの構築方法

株式会社 菱友システムズ

3
This document is provided by JAXA.

26

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-004

Alternating Digital Tree (ADT)
 格子生成や重合格子で良く使われている手法
 二分木探索（binary tree）のデータ構造
 要素数がnで理想的な完全二分木が構築できた場合，
計算量はO(log2(n))（線形探索の場合O(n)）
nodeのADTの構築方法

株式会社 菱友システムズ

Alternating Digital Tree (ADT)
 格子生成や重合格子で良く使われている手法
 二分木探索（binary tree）のデータ構造
 要素数がnで理想的な完全二分木が構築できた場合，
計算量はO(log2(n))（線形探索の場合O(n)）
nodeのADTの構築方法

株式会社 菱友システムズ
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Alternating Digital Tree (ADT)
 格子生成や重合格子で良く使われている手法
 二分木探索（binary tree）のデータ構造
 要素数がnで理想的な完全二分木が構築できた場合，
計算量はO(log2(n))（線形探索の場合O(n)）
nodeのADTの構築方法

株式会社 菱友システムズ

Alternating Digital Tree (ADT)
 格子生成や重合格子で良く使われている手法
 二分木探索（binary tree）のデータ構造
 要素数がnで理想的な完全二分木が構築できた場合，
計算量はO(log2(n))（線形探索の場合O(n)）
nodeのADTの構築方法

株式会社 菱友システムズ
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Alternating Digital Tree (ADT)
 格子生成や重合格子で良く使われている手法
 二分木探索（binary tree）のデータ構造
 要素数がnで理想的な完全二分木が構築できた場合，
計算量はO(log2(n))（線形探索の場合O(n)）
nodeのADTの構築方法

株式会社 菱友システムズ

MPIの実装について
 Pre-processで格子情報を領域分割したものを使用
 ホール・カット処理のMPIは，片方向通信を実装
⇒どのプロセスが何のデータを持っているか不明なため，
双方向通信の実装は難しい．
双方向通信（1対1通信）のイメージ図
プロセス0
データを受
け取る
MPI_RECV

片方向通信のイメージ図

プロセス1
データを送る
MPI_SEND

プロセス0
メモリウィンドウ

プロセス1
メモリウィンドウ

データを送る
MPI_PUT

データを獲得
MPI_GET

•
•

相手の状態に関係なく，他プロセス
のデータにアクセスする通信方法
MPI_PUT/GETでデータの送受信

株式会社 菱友システムズ
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ホール・カット処理のアルゴリズムとADT

2次元円柱重合格子のホール・カット処理手順

① 壁面内部にある格子をblankに設定
⇒最近傍の壁面セル探索にADT使用
境界面に対して，Hypercubeを定義．
② Hypercube内で，格子の重なりを判定．
重なる格子がある場合，壁距離
の大きい方をblankに設定する．
⇒重なる格子を探索する際にADT使用
③ 計算セルに隣接したblankセルを
補間点に設定する．
④ それぞれの格子に対し，設定された
補間点が重なりが最小限となるまで
内側に入れていく．
⇒ADT使用
⑤ 補間点と計算点が全て重合出来たら
終了
株式会社 菱友システムズ

格子の重なり判定 / 格子間の補間
格子の重なり判定

格子間の補間

格子1

補間点

Q

補間参照点

Qi

格子2

格子2の面法線ベクトル

格子1のセル中心と最近傍の
格子2を探索，その境界面の
法線ベクトルと位置ベクトル
の内積を取り，重なり判定を行う．

逆距離加重補間を適用
(Inverse Distance Weighted
Interpolation : IDW)

株式会社 菱友システムズ

7
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複雑なモデルでFaSTAR-Moveの
移動重合機能を検証

株式会社 菱友システムズ

外部搭載物分離解析

外部搭載物分離解析

外部搭載物を
投下した状態を
解析
 JAXA Supercomputer System
Generation2 (JSS2)で計算

解析条件
マッハ数

M = 0.95

母機姿勢角

α = β = 0 [deg]

高度

26,000 [ft]

搭載物質量特性

Mass = 907.184 [kg]
Ixx = 27.12 [kg*m2]
Iyy = Izz = 488.1 [kg*m2]
射出位置 : 前方先端より36.54%位置
: 後方先端より51.57%位置

搭載物射出条件

射出力

: 前方 : 10675.7 [N]
: 後方 : 42702.9[N]

ストローク : 0.10 [m]

射出力以外の外力

重力 1 [G] = 9.80665 [m/sec]

基準面積

0.20247 [m2]

搭載物断面積

基準点

0.508 [m]

搭載物断面直径

モーメント基準点

先端より
41.85%

搭載物重心位置

株式会社 菱友システムズ
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解析手法
外部搭載物分離格子

解析手法

主翼 + パイロン格子

262万セル

外部搭載物格子

316万セル

背景格子

1272万セル

合計

1850万セル

支配方程式

3次元圧縮性NS方程式

空間離散化

有限体積法 セル中心法

数値流束関数

HLLEW

勾配計算法

GLSQ

勾配制限リミタ

Hishida (van Lee型)

時間積分法

LU-SGS

乱流モデル

SA-noft2-R

合計1850万セルの外部搭載物分離の
重合格子で移動重合機能及び
現実的な時間で解析が可能かを検証．
目標は3日以内に全解析を終了

株式会社 菱友システムズ

重合格子の格子生成における注意点
 背景格子

正面図

 搭載物格子

格子サイズを細かく

格子サイズを細かく
株式会社 菱友システムズ

側面図

重合格子では，重なり合う
格子のサイズ比は，同等が
好ましい．
また，上図のように
物体間隔が狭い場合，
その部分に十分な格子数が
必要！

9
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運動方程式プログラム
 運動解析は，オイラー角変換を用い，6自由度を有する
剛体の運動方程式を解く．
吉本稔 et al., 第42回飛行機シンポジウム講演集, pp256-263, 2004.

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐸𝐸 𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑏𝑏
𝐹𝐹
=
− 𝜔𝜔 × 𝑣𝑣𝑏𝑏
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑚𝑚

位置
速度

𝑑𝑑𝜙𝜙
= 𝑇𝑇 −1 𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑑𝑑

姿勢角
角速度
:
:
:
:
:
:
:
:
:




𝜔𝜔

𝜙𝜙

ሺ𝜙𝜙ሻ
ሺ𝜙𝜙ሻ

出力

𝑑𝑑𝜔𝜔
= 𝐼𝐼 −1 [𝐺𝐺 − 𝜔𝜔 × (𝐼𝐼𝜔𝜔)]
𝑑𝑑𝑑𝑑

運動物体の質量
運動物体の重心位置(慣性系)
運度物体の速度(運動物体固定系)
運動物体の重心周り角速度(運動物体固定系)
運動物体に働く外力(慣性系)
運動物体に働く重心周り外力モーメント(慣性系)
慣性系表示を運動物体固定系表示にするオイラー角
慣性系表示を運動物体固定表示系にするオイラー角変換
オイラー角の時間微分を角運動量にする変換






運動物体の重心座標位置
運動物体の重心速度
運動物体の姿勢角
運動物体の角速度

株式会社 菱友システムズ

空力/運動連成解析の流れ
START
流体計算初期化

初期化処理

ホール・カット処理
流体計算
運動方程式
格子の移動
ホール・カット処理
物理量の補間
N

END
STEP?

FaSTAR-Moveから運動方程式プログラムへの入力
・物性情報
・代表面積、代表長さ
・運動情報（現在の時刻）
・重心周りの空力係数（慣性軸）
運動方程式プログラムからFaSTAR-Moveに出力
・運動情報（次の時刻）
・重心周りの空力係数（機体軸）
運動方程式プログラムからの運動情報に基づいて
格子の幾何情報を移動
同時に、格子の移動速度を求めている
移動した格子に基づいて、ホール・カット処理

Y

END
株式会社 菱友システムズ
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ホール・カット処理時間におけるADTの効果
ADT探索と線形探索の比較

外部搭載物分離モデルにおいて
機能比較のため，線形探索法
（空間全探索）とADT探索法での
ホール・カットの処理時間を比較
プロセス並列数128(4CPUs)で実施
⇒ADT探索が20倍早く探索
しかし，
プロセス並列数128では，
ホール・カット処理時間が
11分かかっている．
100秒以上は現実的ではない！
そこで，
より並列数を増やすとともに，
スレッド並列も導入
⇒ハイブリッド並列の導入

株式会社 菱友システムズ

ハイブリッド並列性能の検証
ホール・カット処理時間のハイブリッド並列数依存性
 プロセス並列数128 ~ 768，
スレッド並列数1, 2, 4, 8, 16で
ホール・カット処理時間を計測

 プロセス並列の性能及び
スレッド並列の性能が明確に
出ていることを確認！
 768proc/16threads (384CPUs)に
おいては，ホール・カット処理時間
約35秒を記録！

株式会社 菱友システムズ

しかしながら，
MPI_Put/Getを用いたプロセス並列は
並列数増加につれ，1コア当たりの
メモリ量が増える問題があり，
今後，低メモリ化に対応する予定．

11
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外部搭載物分離の解析時間
解析は，512proc/4threads(64CPUs)で実施
 定常計算に10万ステップ実施 (20時間)
搭載物のCD履歴

 空力/運動連成解析（非定常計算）は
時間の刻み幅 2.0e-4 [sec]，
陰解法における内部反復回数10 (CFL = 5)で
2000ステップ実施(38時間)
 合計58時間で解析終了！
目標の3日(72時間)以内を達成！！
株式会社 菱友システムズ

解析結果

株式会社 菱友システムズ
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空力/運動連成解析結果

外部搭載物落下軌跡 / Δt = 0.1 [sec]刻みのCpコンター図

正面図

下面図

コンター図に不連続が見られず，
解析も発散することなく完了！
側面図
株式会社 菱友システムズ

空力/運動連成解析結果
外部搭載物運動軌跡

空力/運動連成解析は
全体的に風洞試験結果と
一致した結果が得られた．

t = 0 [sec]の定常解で，
風洞試験結果と若干の差．
⇒搭載物の後部形状の違い，
風洞支持装置の有無が考え
られる．
また，非粘性計算結果とも
差が見られ，乱流モデル
による影響，また格子密度
による影響が考えられる．
⇒今後，調査を行う予定．
破線 : 吉本稔 et al., 第42回飛行機シンポジウム講演集, pp.256-263, 2004.
株式会社 菱友システムズ
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まとめ
移動・変形を伴う物体周りの解析に対応するため
移動重合格子法を用いたFaSTAR-Moveの開発を行った．
外部搭載物分離検証（合計1850万セル）において，
 空間探索にADT法を用いることで，ホール・カット処理時間が線形探索法
と比較して約1/20に短縮された．
ハイブリッド並列では，798proc/16threadsにおいて1ステップ当たりの
ホール・カット時間が30秒台まで短縮することを確認した．
 空力/運動連成解析では，512proc/4threadsにおいて，計算時間は
サンプリングを含む合計58時間で全解析を終了し，目標を達成した．
 空力/運動連成解析結果は，搭載物の運動軌跡が風洞試験結果と概ね一致．
移動重合機能が正常に動作していることを確認した．
今後の予定
 ホール・カット処理の並列時におけるメモリ使用量の削減
 ホール・カット処理の更なる高速化
株式会社 菱友システムズ

メモリ使用量の削減

プログラム改修実施
プロセス数の増加に伴うコア当たりのメモリ使用量の増加が改善
株式会社 菱友システムズ
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FaSTAR-Move Ver.1の詳細スペック
• 流体解析機能

下線はデフォルトの手法
青字はFaSTAR-Move上では未検証

支配方程式
離散化
並び替え
非粘性流束
勾配評価
勾配制限関数
高精度化
乱流モデル
遷移モデル
領域分割
並列計算
時間積分
安定化

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

(XOHU)XOO16
&HOOFHQWHU（)DFHベースデータ）のみ
&XWKLOO0DFNHH
+//(:5RH+//($860836/$8
/HDVW6TXDUH*UHHQ*DXVV*/64
+LVKLGD9HQNDWDNULVKQDQ%DUWK-HVSHUVHQPLQPRG
086&/8－086&/
6$，667，($560，'(6，/(6
強制遷移、自然遷移（γ5Hθt）
0(7,6
03,
/86*6（定常非定常、ORFDOJOREDOWLPHVWHSSLQJ）
初期条件，初期&)/ 低品質格子対応、低圧力対応

並列計算
運動連成解析
物体数
格子間補間

：
：
：
：

ホールカット処理の2SHQ0303,ハイブリッド並列対応
IUHHPRWLRQ 自由度運動方程式 ，SUHVFULEHGPRWLRQ
複数可（接触判定無し）
距離の逆数を重み係数とした補間

• 重合格子機能

• 前処理対応ソフト： *ULGJHQ 3RLQWZLVH +H[D*ULG0(**' 7$60HVK
• 後処理対応ソフト： )LHOGYLHZ7HFSORW3DUDYLHZ
株式会社 菱友システムズ
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ソニックブーム推算手法検証風洞試験における
主翼空力弾性変形効果
近藤賢 1，上野篤史 2，平野義鎮 2，野口正芳 2，牧野好和 2，石川敬掲 3
1 株式会社菱友システムズ, 2 宇宙航空研究開発機構(JAXA), 3 株式会社エイ・エス・アイ総研

Aeroelastic Deformation Effects of the Main Wing in the Wind-tunnel Test
for Validating Sonic-boom Prediction Methods
by
Satoshi Kondo，Atsushi Ueno，Yoshiyasu Hirano，Masayoshi Noguchi，Yoshikazu Makino and Hiroaki Ishikawa
ABSTRACT
The demand of Supersonic Transport (SST) is increasing globally. Some companies have announced their program for
developing civil supersonic airplanes and the International Civil Aviation Organization (ICAO) has started developing the sonic
boom standard for supersonic overland flight. Second AIAA Sonic Boom Prediction Workshop (SBPW2) has been held in January
2017 to assess the state of the art for predicting sonic boom. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) designed a simple low
boom configuration named “JAXA Wing Body (JWB)” and provided it to the workshop for one of the test cases of SBPW2. For
the validation of sonic boom prediction method, the supersonic wind-tunnel test of the JWB model was carried out at JAXA’s
supersonic wind-tunnel. This paper reports the development of an aeroelastic deforming estimation tool of the main wing in wind
tunnel test and the results of CFD analysis for prediction of near-field sonic boom signature with aeroelastic deformation effects.
空弾変形に主眼を置いた効率的な空弾変形推算ツール
の開発と，変形形状に対する近傍場波形推算結果につい
て報告する．
9.2 m

１． はじめに
近年，民間の超音速輸送機（SST）の分野では，小型
超音速旅客機や超音速ビジネスジェット（SSBJ）の開発
計画が世界的に注目されている．一方で，騒音問題や航
空機の環境適合性への関心が高まっており，国際民間航
空機関（ICAO）では，これらの動きに対応して民間超音
速機の陸地上空超音速飛行に関するソニックブーム基
準策定検討が進められている．またアメリカ航空宇宙学
会(AIAA)では，ソニックブーム予測のための最新技術
を評価・議論する場として，2017 年 1 月に第 2 回ソニ
ックブーム推算ワークショップ（SBPW2）が開催された．
宇宙航空研究開発機構（JAXA）で設計した低ブーム翼
胴形状 JAXA Wing Body（JWB）
（図１）が課題形状とし
て SBPW2 に採用され，SBPW2 参加者のソニックブー
ム推算手法の検証データ取得を目的とした超音速風洞
試験を 2017 年 2 月に JAXA 超音速風洞にて実施した．
風洞試験においては，実験データに対する様々な補正
が検討される．その補正とは，実機と風試模型とのスケ
ールの違いに起因するレイノルズ数補正，風洞壁面干渉
補正，模型支持干渉補正および静的空力弾性（空弾）変
形効果補正等である．その中でも空弾変形効果は空力荷
重によって模型形状が変形する効果であり，直接的に風
試データに影響するため重要な補正項目である．実際の
通風中に空弾変形量を計測することが理想であるが，風
試模型のスケールや風洞内での支持位置のために，空弾
変形の計測が困難な場合がある．そこで空弾変形効果を
解析的に推定する必要が生ずる．従来の空力解析と構造
解析の弱連成解析を行う手法を用いる事で推定可能 1)
2)だが，複数の解析コードや格子生成ソフトを使用する
必要があり，種々の機体形状に対応するために機体毎の
格子や解析条件設定を手動作成する必要がある．そこで
今後の種々の超音速風試を想定し，主翼の変形を主眼と
して空弾変形推算を自動化し，風試現場での空弾変形検
証や風試模型の材料検討に活用することを目的とした
低計算コストの推算ツールを開発することとした．
本報告では，風洞試験模型主翼の空弾変形が機体近傍
場圧力波形に与える影響について評価するための主翼

38.5 m

図１．JWB 機体形状 3 面図と鳥瞰図
２． JWB 風試模型設計
ここでは JWB 機体形状の設計と JWB 風試模型支持
ブレードの設計について述べる．JWB 機体形状の設計
においては，低忠実度概念設計ツールを使用した予備的
設計によって初期翼胴形状が定義され，次に高忠実度解
析ツールを使用した低ブーム設計が行われた 3）．その
JWB 形状に対して，SBPW2 から検証計算のための格子
が提供され，近傍場推算が行われた．風洞試験で機体直
下の近傍場圧力波形を計測することを目的とした JWB
の 0.5%スケール風試模型を支持するブレード形状の検
討を行った．
２．１ JWB 機体形状の設計 3)
JWB 機体形状の予備的設計 3)では，線形パネル法を用
いた超音速機低忠実度概念設計ツール CAPAS 4)を適用
した． CAPAS は胴体形状や主翼形状等の要素形状定義
からパネル法解析に必要な機体表面パネルを作成する
過程を CAD ソフトウエア CATIA v5 のマクロ機能によ
り自動化し，パネル法解析コード PANAIR (A502) 5) を
用いた空力解析を実行するツールである．JWB 主翼平
面形の予備的設計では，NASA が提案する低ブーム飛行
実証機の形状案の一つである NASA 設計の全機形状 6)
を参考とした主翼平面形を CAPAS で定義した．JWB の
予備的設計では，その主翼を有する翼胴形状の等価断面
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積分布が，マッハ数 1.6，揚力係数 0.1 の制約条件下で
NASA から SBPW2 に提供された低ブーム軸対称形状
（NASA 25D）の断面積分布に一致するように胴体断面
積分布を修正して初期形状を設計した．図２に CAPAS
設計された JWB 初期形状をパネル法（A502）および
Euler CFD で評価した揚力分布を用いて推算した等価断
面積分布を，NASA 25D の断面積分布と比較して示す．
どちらの等価断面積分布も機体前半部分においては
NASA25D の断面積と良く一致していることがわかる．
一方で，機体後半部分においては，パネル法解析では目
標断面積に一致しているものの，Euler CFD 解析ベース
の等価断面積は目標からずれており，解析忠実度の違い
が見られることから，CAPAS による予備的設計に続い
て高忠実度解析ツールを用いた低ブーム胴体設計 3）を
行った．高忠実度の近傍場圧力波形の解析ツールとして
は JAXA で開発された非構造格子対応高速圧縮性 CFD
ソルバ FaSTAR 7) と自動六面体計算格子生成ソフト
HexaGrid 8)を使用した．この CFD 解析では支配方程式
に Euler 方程式を用い，対流項には SLAU，陰的時間積
分には LU－SGS 法を用いている．低ブーム化設計にお
いて，主翼は初期形状で固定し，胴体形状のみを変形し
た．変形手法としては，胴体周辺の空間に変形のための
制 御 点 を配 置し任 意 の形 状に 変 形 させる Free Form
Deformation (FFD) 9)を用いた．目標の等価断面積に近づ
けるためにそれらの制御点座標を調節する手法として
Genetic Algorithm (GA)をベースとした最適化手法を適
用した．ブーム推算ツールとしては Multipole 解析 10)に
より周方向の圧力伝播を考慮して修正する MPnoise と
Burgers 方程式に基づく遠方場への伝播解析 11)により地
上波形を推算する Xnoise を組み合わせて使用した．高
忠実度解析ベースの設計においては近傍場において低
ブーム圧力波形を実現する近傍場逆問題設計に相当す
る逆等価断面積設計手法を適用し，MPnoise により修正
された機体直下の近傍場波形を逆等価断面積分布の計
算に用いた．地上ブーム強度を評価する際の地面の反射
係数は，理論的には 2.0 となるが，地面の状態によって
1.8 から 2.0 の値をとるため，ここでは 1.9 とした．図
３に最終的に得られた胴体形状を初期形状と比較して
示すが，機体後端において胴体が上下非対称に設計され
ているのが分かる．図４に JWB 初期形状および最適形
状の逆等価断面積分布を，また図５にはそれぞれの形状
から推算された地上ソニックブーム波形を，NASA 25D
の断面積および地上波形と比較して示す．飛行条件はマ
ッハ数 1.6，飛行高度 15760[m]である．JWB 初期形状は
NASA 25D の断面積分布と等価断面積分布は同等であ
るものの，近傍場波形から逆算された逆等価断面積分布
が異なり，その結果として地上波形が NASA 25D と大
きく異なることが見てとれる．一方，最適形状の逆等価
断面積分布を見ると初期形状に比べ，特に胴体後端にお
いて NASA 25D により近づいていることがわかる．ま
た，機体直下の地上ブーム波形を見ても，最適形状では
修正された胴体後端により波形後半においても NASA
25D の低ブームに近づき，地上波形の低ブーム化が実現
されていることがわかる．以降本報告では，この最適形
状を JWB 形状とし，JWB 風試模型形状はこの形状の寸
法を 0.5％に縮小したものとする．
２．２ 翼胴形状の近傍場波形推算
風試の検証対象として，SBPW２が提供した計算格子
を用いた Euler CFD 解析を実施した．計算格子（図６）

は SBPW2 から提供されたものであり，圧力波の伝播を
考慮して機体近傍から H/L = 2.55 以降までマッハコーン
に沿って円錐状に高密度の非構造格子が並べられてい
る．ここで L は機体長であり，H は機軸からの距離であ
る．CFD 解析ツールとしては，その実績から TAS 12)を
もとに JAXA で開発された計算コード JTAS を使用し
た．対流項は HLLEW を用いた．陰的時間積分は LU－
SGS 法を用いた．図７ a) に CFD 解析結果の圧力分布
を，図７ b) にその H/L = 2.55 における機体直下の近傍
場波形をそれぞれ示す．機体から発生した衝撃波は背景
格子に沿って伝搬しており，H/L = 2.55 までの近傍場波
形を取得できることを確認した．
２．３ 風試模型ブレード形状検討
近傍場波形取得を目的とした超音速検証風洞試験に
おいては２．１項で述べた低ブーム設計の検証が可能な
支持形状が必要である．このため，一般的な機体後方支
持のスティング形状に比べて機体直下の近傍場波形へ
の影響が少ない上方支持のブレード形状を選択した．さ
らに風試模型の近傍場に影響が少ない支持ブレード形
状を検討するため，CFD 解析を用いて設計変数のパラ
メトリックスタディを実施した．図８に JWB 風試模型
と支持ブレードの全体図を示す．支持ブレードの初期形
状は，JAXA の小型超音速旅客機の風洞試験で使用され
た支持ブレード 13）を参考としている．風洞試験模型は
実機の 0.5%スケールで，胴体長が 193.5 [mm] である．
本模型は胴体後部において上方支持される．この支持ブ
レード初期形状のブレード前縁と胴体との結合点は機
首から機軸方向に 0.72L の位置にある．また，その前縁
と機軸がなす角は 25.0[deg.]である．ブレード断面形状
はブレードと胴体との接合部分で biconvex であり，後
方のスティングに向かって平板状に変化している．ここ
で支持ブレード初期形状の風試模型近傍場圧力への影
響を調査するため JWB 高忠実度設計と同様の FaSTAR
と HexaGrid を使用した CFD 解析を行った．その計算格
子を図９に示す．機体表面から近傍場への圧力波伝搬を
精度良く解くため，機軸から H/L = 0.31 までの空間格子
サイズは 0.2%L とした．その結果の表面圧力分布を図
１０ a) に示す．風試模型とブレードの接合部分前縁か
ら主翼上面にかけて高圧部分が見える．これはブレード
前縁から発生した圧縮波であり，支持ブレードの初期形
状ではこの圧縮波が風試模型主翼前縁において機体直
下に漏れ，機体直下の近傍場圧力波形に影響することが
予測された．このため，さらに支持ブレード形状の影響
を低減するために設計変数を検討するためのパラメト
リックスタディを実施した．図１１に支持ブレード形状
検討の設計変数を示す．ブレード前縁位置は機首から機
軸方向に 0.72L の位置を基準とし，その位置から風試模
型機軸方向に沿って移動する距離を XBLE [mm]とする．
また，ブレード前縁と機軸がなす角を θ[deg.]とする．パ
ラメトリックスタディでは XBLE と θ を変更した形状を
複数作成した．XBLE の範囲は 0[mm]から 15[mm]とし，θ
の範囲は 22.5[deg.]から 25.0[deg.]とした．CFD 解析は初
期形状と同様に行った．その結果，最も機体直下の近傍
場波形への影響が少なかった修正支持ブレード形状は
XBLE= 8 [mm], θ =22.5[deg.]の組み合わせであった．図１
０ b) に修正形状の表面圧力分布を示す．支持ブレード
前縁で発生した圧縮波は主翼前縁から漏れておらず，近
傍場への影響が小さいと想像される．また，支持ブレー
ド検討 CFD 解析結果の近傍場圧力波形を図１２に示す．
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縦軸は一様流圧力に対する変動，横軸は H/L = 0.3 機体
直下の圧力近傍場における流れ方向の長さである．初期
ブレードの近傍場波形は XS = 150[mm]付近の主翼前縁
付近でブレード前縁から発生したものであると推測さ
れるのに対し，検討後の支持ブレードはその影響が無く
なっており，全体的にもブレードの影響が縮小している．

図６．SBPW2 提供の JWB 非構造計算格子（背景）

図２．等価断面積の比較 3)

図３．胴体形状の修正 3)

a) 近傍場圧力分布
(左：全体図 右：機体周辺)

b) 近傍場圧力波形（H/L = 2.25，機体直下）
図７．JWB 翼胴形状 Euler CFD 解析結果
図４．逆等価断面積の比較 3)

図８．JWB 風試模型と支持ブレードの全体図

図５．地上ソニックブーム波形の比較 3)

図９．支持ブレード検討解析の計算格子
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a)

初期支持ブレード形状
図１３．超音速風洞試験の様子

b) XBLE= 8 [mm], θ =22.5[deg.] 修正支持ブレード形状
図１０．支持ブレード前縁から発生する圧縮波の胴体と
の干渉

図１１．風試模型支持ブレードの設計変数
JWB w/o Blade
JWB w/ Intial Blade
JWB w/ Modified Blade

0.12
0.08
(p-p∞)/p∞

図１４．計測された近傍場波形と CFD 解析の近傍場波
形（H/L = 2.25，機体直下）
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図１２．近傍場波形の比較（H/L = 0.3，機体直下）
３． 検証風洞試験
ここでは JAXA 超音速風洞を用いた JWB 近傍場圧力
波形推算手法の検証データ取得風試について述べる．
検証風洞試験には JAXA 所有の 1m×1m 超音速風洞
を使用した．試験条件は通風マッハ数 1.6，単位レイノ
ルズ数 27×106 [1/m]，迎角 2.31[deg.]，動圧 72.2[kPa]で
ある．計測項目は模型の六分力及び風洞下壁の静圧計測
孔による近傍場圧力波形である．静圧孔は風洞下壁の風
試模型直下に沿って並んでおり，4mm 間隔の静圧孔が
111 点設けられている（計測範囲 440mm）．JWB 風試模
型は前章で述べた支持ブレードによって支持される（図
１３）．本風試において，近傍場圧力波形は機体直下 H/L
＝ 2.55 の位置で計測された．図１４に風洞試験結果と
前述した修正ブレード支持形態の CFD 解析とを比較し
た近傍場波形を示す．縦軸は圧力係数，横軸は機体長 L
で無次元化された流れ方向の位置である．波形の開始位
置はβH の項によってそろえられている．波形を先頭か
ら後方に向かって見ていくと，(X-βH) / L = 0.4 までは前
胴部の影響が支配的な部分であり良く一致している．

４． 空弾変形推算手法開発
ここでは CAPAS と CATIA Analysis を用いた空弾変
形推算手法開発について述べる．CATIA Analysis は
CATIA v5 の構造解析機能であり，CAPAS と同様にマク
ロによるバッチ実行が可能である．本手法ではその機能
を利用して自動格子生成・FEM 線形静解析を行い，連
成解析における次のステップへの変位量伝達を行った．
空弾変形推算手法は従来の手法として，高忠実度の
CFD と CSD の弱連成解析を行うものがある．1）2） 一方
で，風試模型設計や模型材料検討および風洞試験現場で
静的空力弾性変形の確認が必要となる場合を想定する
と，一連の解析処理を自動化してまとめたツールが望ま
れる．そこで本手法では，特に変形量が多く空力特性や
近傍場波形への影響が強い主翼の空弾変形に主眼を置
き，パネル法空力解析と自動生成可能な 4 面体 2 次要素
で構成される格子の FEM 構造解析の連成解析を行うツ
ールを開発した．パネル法空力解析と自動 CAD 形状製
作のコンポーネントとして 2 章で説明した CAPAS を使
用し，4 面体 2 次要素の自動生成と FEM 線形静解析の
コンポーネントとして CATIA Analysis を使用した．本手
法の一連の処理はバッチ処理であり，コマンドにまとめ
ることができる．入力データは初期主翼形状の翼幅方向
に並んだ任意の数の翼断面点列座標データ，風洞試験条
件，材料物性およびパネル法格子と FEM 解析 4 面体要
素のサイズ指定であり，これらはテキストファイルにま
とめられる．そのため，連成解析開始以降は格子生成か
ら空弾変形後の CAD 形状データ出力まで自動実行され
る．空弾推定のための空力構造解析手法の処理の流れを
図１５に示す．具体的な処理の流れは次のように行われ
る．①CAPAS が主翼各断面を定義する点列座標データ
から CAD 主翼サーフェスデータを作成し，それを中実
のソリッドデータに変換する．②主翼内部を充填する 4
面体 2 次要素を自動生成する．③CAPAS によって主翼
表面の圧力分布がパネル法で解かれ，その圧力分布が
CATIA Analysis の機能で構造解析側の主翼表面各格子
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点に内挿される．④FEM 解析によって静的空力弾性効
果 に よ る 変 位 量 が 推 算 さ れ る ． 図 １ ５ 左 に CATIA
Analysis を用いた自動構造解析の詳細を示す．主翼対称
面を回転と併進に対する固定端とし，主翼表面の 4 面体
格子点に空力荷重が受け渡される．この構造解析用格子
とパネル法解析格子では格子点の位置が異なるため，表
面圧力分布はパネル法解析の結果を CATIA Analysis の
機能で内挿した後，空力荷重として伝達される．⑤変位
量は翼断面点列座標データに加算される．この変位量を
加算された点列データは再び CAPAS の形状入力データ
として使用され，変形後の主翼表面の圧力分布が更新さ
れる．
上記の連成解析を繰り返すことで空弾変形の定常解
として形状データが得られる．また，連成解析の各ステ
ップで出力される CAD サーフェスデータは，若干の修
正を加えることで高忠実度 CFD 解析での機体表面格子
生成に利用可能である．
上記の手法に基づいて空力弾性推定ツールを開発し，
JWB 風試模型の空力弾性推定に使用した．空力モデル
の一様流と迎角の条件は３章の風洞試験条件を適用し，
構造モデルは JWB 風試模型を金属の一体構造として
SUS303 の材料物性を適用した．1 ステップあたりの解
析時間に関しては，PC (Intel Xeon x5680 3.33GHz, 12GB
Memory)を使用して CAPAS でのパネル法空力解析は 10
秒以下，CATIA Analysis での構造解析は 30 秒以下であ
った．連成解析は 40 回で終了し，5 回で空弾変形の収
束が確認された．図１６ a) にその翼端のねじり角変化
の履歴，図１６ b) に上下方向最大変形量の履歴を示す．
これらから連成解析における空弾変形は５回で収束し
ており，その収束後の解の振幅は変形量に対して十分小
さいことがわかる．続いて図１７に変形前後の主翼全体
図を示す．翼根部分では変化せず，翼根から翼端に向か
って変形量が増加しており一般的な風試模型の空弾変
形を示している．

wing-tip twist…
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図１６．空弾変形収束履歴
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青：剛体形状 赤：変形形状
図１７．変形前後の JWB 風試模型主翼 3 次元形状
５． 風洞試験空弾変形推定形状の近傍場波形推算
ここでは， JWB 風試模空弾変形推定の検討とその変
形形状を用いた CFD 解析による近傍場波形推算につい
て述べる．
近傍場波形推算を行う前に剛体形状と前章で推定し
た変形形状を比較することで空弾効果を確認し，空弾変
形推定形状での近傍場波形推算の必要性を検討する．こ
こで図１８ a) の 25%翼弦長における上下方向変位量
分布を見ると，翼端部での変位量は 0.5[mm]である．一
方，JWB 風試模型の翼端の最大翼厚は 0.26[mm]の薄さ
であることを考えるとその変形量は無視できず，空力特
性や近傍場波形に空弾効果が見られることが予測され
る．また，図１８ b) に示すねじり角分布を見ると初期
形状の翼端ねじり角は-0.1[deg.]であるのに対し，変形形
状では -1.53[deg.]となっており，揚力分布の変化とその
変化が機体から離れた近傍場波形に影響することが予
測できる．これらの空弾変形推定結果から，変形形状を
用いた CFD 解析による近傍波形推算と空弾効果の検証
が必要とされた．
空弾変形推定形状と支持ブレードの H/L=2.25 位置の
近傍場波形推算には，複雑形状への適用に優れた非構造
格子法と，衝撃波捕獲特性に優れた構造格子法を組み合
わせた，構造／非構造重合格子法 CFD 解析手法を適用
した．14)その重合計算格子を図１９に示す．非構造格子
側では模型の近傍を取り囲む領域に高解像度格子を作
成し，外側の遠方空間は格子数節約の観点から低解像度
の格子で作成するという２段階で空間格子を作成する．
一方，その外側では精度良く近傍場波形の伝搬を計算す
るため均質な構造格子で囲む．本手法では非構造格子部
分のソルバに JTAS を用い，構造格子部分のソルバに
JAXA で開発されたマルチブロック構造格子法 Unified
Platform for Aerospace Computational Simulation (UPACS)
15)
を用いている．本手法では，非構造格子で計算された
流れ場情報を構造格子の機体に近い側の境界面に受け
渡し，その境界面の物理量を固定した状態で CFD での
解析を行う． 計算条件として，支配方程式は非構造格
子部分では RANS を用い，構造格子部分では機体から
十分に離れていることから NS を用いている．また，対
流項としては非構造格子部分では HLLEW を用い，構造
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図２０．剛体形状および変形形状での近傍場圧力分布
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格子部分では AUSMDV を用いている．
図２０に近傍場波形推算結果から得られた剛体形状
（図２０ a））および変形形状（図２０ b））での近傍場
圧力分布を示す．剛体形状と変形形状の圧力分布を比較
すると，主翼付近の圧力変化に起因すると見られる圧力
分布の差がある．これより空弾変形による主翼近傍の圧
力分布に変化が起き，機体直下の近傍場圧力まで伝搬し
ていると想像できる．図２１に CFD 解析結果の揚力分
布を示す．変形形状の揚力分布を見ると，前述したよう
に空弾効果によって主翼上の圧力分布が変化したこと
で，揚力が翼端にかけて減少していることが確認できる．
図２２に剛体形状と変形形状の CFD 解析結果および風
試結果の近傍場圧力波形を示す．剛体形状と変形形状の
近傍場圧力波形とを比較すると，主翼の影響が支配的で
あると考えられる部分（(X-βH)/L = 0.5 ~ 0.8 区間）で波
形に変化が見られ，主翼空弾効果によって機体直下の近
傍場波形に違いが生ずることが確認できた．一方，風洞
試験結果と変形形状の波形とを比較すると，風洞静圧孔
付近の衝撃波反射や風洞壁面境界層によると考えられ
る全体的な波形の差が見られ，先述した主翼空弾効果と
見られるものより大きいことが確認できる．このことか
ら， JWB 風試における空弾効果の正確な模擬を議論す
るためには風洞試験における風洞下壁の静圧孔や境界
層等の干渉を低減する必要があると考えられる．
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図１８
図１８．変形量およびねじり角の翼幅方向分布

図１９．構造／非構造重合格子

図２２．剛体形状，変形形状および風試結果の近傍場波
形の比較（H/L = 2.25，機体直下）
６． 静圧計測ブレードを用いた近傍場波形計測
前章で述べたように風洞下壁の干渉が考えられるた
め，JAXA が所有する風洞下壁の干渉を低減可能な静圧
計測ブレードを用いた近傍場波形計測が行われた．その
H/L = 1.25 で取得した近傍場波形を，ブレード不使用の
風試の結果および剛体形状と変形形状の CFD 結果とあ
わせて図２３に示す．静圧計測ブレードを使用した風試
の波形は不使用の風試の波形よりも CFD 結果とよく一
致している．また，初期形状と変形形状の CFD 結果の
差は静圧計測ブレード使用の有無の差よりも定性的に
小さく見える．これらのことから，空弾効果よりも風洞
下壁の干渉が大きく，推算された空弾効果の模擬はその
範囲内で妥当であることがわかった．
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2)

図２３．静圧計測ブレード使用，不使用風試結果および
剛体形状と変形形状での CFD 解析結果の近傍
場波形の比較（H/L = 1.25，機体直下）
７． まとめ
JAXA が設計した低ブーム翼胴形状 JWB は SBPW2 に
採用され，SBPW2 参加者による CFD 解析を用いた近傍
場圧力波形推算が行われた．JWB 風試模型と近傍場へ
の影響を低減した支持ブレードを設計し，その近傍場圧
力波形取得を目的とする超音速検証風洞試験を JAXA
で実施した．この検証風試で取得した近傍場波形と CFD
推算結果の近傍場波形を比較すると，(X-βH)/L = 0.4 ま
では前胴部の影響が支配的な部分であり良く一致して
いる．一方，それより後方の部分では波形に差が見られ
た．この要因としては主翼空弾効果および壁面静圧孔の
干渉が想定された．今後の種々の超音速風試を想定し，
主翼の空弾変形推算を効率的に行うための低忠実度解
析を組み合わせた弱連成解析を用いる手法とその手法
に基づいた自動空弾推定ツールを開発した．そのツール
を適用した JWB 風試における空弾推定を行い，収束を
確認した． JWB の翼端翼厚は 0.26[mm]の薄さであるの
に対して翼端の変形量は 0.5[mm]と大きく，空弾効果は
近傍場波形においても無視できないことが推測され，変
形形状を用いた CFD 解析による近傍場波形推算の必要
性が生じた．自動空弾推定ツールの出力には高忠実度解
析に使用可能な CAD 形状データが含まれており，構造
／非構造重合格子法 CFD 解析手法 14)を適用して近傍場
波圧力波形を推算した．その結果から，空弾効果によっ
て波形に差が生ずることを確認した．しかしながら，
JWB 風洞試結果と比較すると他の干渉がより大きく，
空弾効果の正確な模擬については議論が困難であった．
そこで JAXA 所有の静圧計測ブレードを用いた近傍場
波形計測を行った．それにより，波形後半において静圧
計測ブレードを使用した風試結果が CFD 解析結果によ
り一致すること，初期形状と変形形状の CFD 解析結果
の差が定性的に静圧ブレード使用不使用による差より
も定性的に小さいことを確認した．これらのことから，
空弾効果よりも風洞下壁の干渉が大きく，推算された空
弾効果の模擬はその範囲内で妥当であることがわかっ
た．
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ダクテッド・ロータ解析に向けた回転翼用 CFD ツールの開発
菅原瑛明田辺安忠
（株）菱友システムズ宇宙航空研究開発機構


Enhancement of a Rotorcraft CFD tool for Ducted Rotors
by
Hideaki Sugawara, Yasutada Tanabe
ABSTRACT
A rotorcraft flow solver, rFlow3D, has been extended for ducted rotors. A circular grid topology has been implemented to enable a body
grid solver to compute the duct shape. A background cylindrical grid is adopted for fine grid resolution of the clearance between the blade
tip and the duct. Octree based interpolation processing is utilized for a fast interpolation between the body grid and the background
cylindrical grid. The validation about the new adopted grid and the prediction accuracy of the ducted rotor performance is carried out based
on an experiment of ducted rotor at Osaka University. A hovering rotor on a background cartesian and a cylindrical grid are simulated and
compared reasonably well. The predicted ducted rotor performance is shown a good agreement with the experimental data.

１．はじめに
JAXA では、図 1 に示すようなコンパウンド・ヘリコプ
タの研究が行われている[1]。この機体の構成要素として、
メイン・ロータ、アンチ・トルク用サイド・プロペラ、推
進用尾部プロペラ、胴体、主翼、尾翼がある。それぞれの
構成要素に対する技術課題に取り組むためのツールのひと
つとして、JAXA では回転翼用 CFD ツール rFlow3D の開発
を行ってきた[2-6]。
rFlow3D は、構造格子ベースの圧縮性 CFD ソルバーで、
ヘリコプタのロータ・ブレードの移動を模擬するために移
動重合格子法を採用している。実際の計算では、ブレード
や機体等の物体格子と背景格子を重合させて計算を行う。
データ構造として、物体格子は単一構造格子、背景格子は
直交格子を採用している。そのため、単一構造格子ソルバ
ーと直交格子ソルバーの 2 つが CFD ソルバーとして実装さ
れている。このようなデータ構造を採用することで、補間
処理に必要な格子探索を高速に行えるようになっている。
また、補間処理では、物体格子同士の値の受け渡しは行わ
ずに必ず背景格子を介して物理量のやり取りが行われる仕
様となっている。
 コンパウンド・ヘリコプタに対する検討課題のひとつと
して、サイド・プロペラに対する高性能化や低騒音化、安
全性向上のためのダクテッド・ロータが検討されている。
また、ドローンのようなマルチ・ロータ機において、ロー
タを空力的に高性能化するために、ダクテッド・ロータが
研究されている[7]。これらの検討手段のひとつとして、
CFD を用いてダクテッド・ロータを評価したいというニー
ズが高まってきた。しかし、rFlow3D を用いたダクテッ
ド・ロータの CFD 解析では、物体格子同士の補間を採用し
ていないために、ブレードとダクトの隙間に背景格子をあ
る程度配置する必要がある。その結果として、格子点数が
莫大になり、実用的な計算が不可能になってしまうという
課題がある。この課題の解決方法として、以下の方法が挙
げられる。
(1) 物体格子同士の物理量の補間を可能にし、複雑なホー
ル・カットを行う
(2) 単一円筒格子を導入し、ブレードとダクトの隙間部分
のみ格子を密に配置できるようにする
開発コストと実装の容易さ、また、(1)の方法では毎回ホー
ル・カット情報を構築するために計算コストが(2)の方法よ
り多いと考えられることから、本報告では(2)の方法を採用
することとした。

 本報告では、ダクテッド・ロータ解析に向けた回転翼用
CFD ツール rFlow3D を拡張した内容と検証計算を行った結
果を報告する。

図 1 コンパウンド・ヘリコプタの概念図
２．rFlow3D の機能拡張
２．１．物体格子トポロジーの追加
 rFlow3D の物体格子は格子トポロジーが固定で、対応し
ている格子トポロジーは SOH 型(S:Singular, O:O-type, H:Htype)である。図 2 にブレード格子の例を示す。図中の i, j, k
は格子インデックスの並びを示している。i 方向はスパン
方向に並び、両端を特異点で閉じる形、j 方向は O 型格子、
k 方向は壁面境界から外部境界方向の並びになっており、
k=1 が壁面となる。このトポロジーでは、ダクトのような
形状の格子を作成することは困難で、たとえ作成できたと
しても格子の品質を保つことは難しいと考えられる。今回
の拡張では、新たに OOH 型の格子トポロジーを追加する
ことで、ダクト格子の計算を可能とした。図 3 に OOH 型
で作成したダクト格子の例を示す。SOH と異なる点は、i
方向が O 型に変更されただけである。
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図 2 物体格子の SOH 型トポロジーの例

This document is provided by JAXA.

48

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-004

i
k

j

図 3 物体格子の OOH 型トポロジーの例
２．２． 背景円筒格子の導入
 前章で述べたとおり、rFlow3D は物体格子ソルバーと背
景直交格子ソルバーがそれぞれ実装されている。単一円筒
背景格子を導入するため、新たに背景円筒格子ソルバーを
実装した。各ソルバーの計算手法を表 1 に示す。背景円筒
格子ソルバーは、物体格子ソルバーをベースに構築してい
る。背景円筒格子の格子トポロジーは物体格子と同様に
SOH 型を用いている。図 4 に背景円筒格子の格子トポロジ
ー例、図 5 に物体格子との重合格子例を示す。図 4 および
図 5 に示す背景円筒格子から見られるように、背景円筒格
子の中心部に格子が集中するトポロジーなっている。その
ため、背景直交格子で採用している 4 段階のルンゲ・クッ
タ法で計算を行うと、背景円筒格子の中心付近の格子サイ
ズが小さいために、CFL 条件から時間刻みを大きく取れな
いという問題が生じた。したがって、本拡張では Dual-time
stepping/LU-SGS 陰解法を採用することとした。

制限事項として、物体格子同士は互いの壁面内部に干渉
することを rFlow3D では考慮していない。これは、複雑な
ホール・カット処理を行わないためである。したがって、
図 6 に示すようにブレード格子とダクト格子は互いに物体
内部に格子が干渉しないように外部境界位置を定義して格
子を作成する必要がある。
図 7 に計算空間全体の格子例を示す。実際の計算を行う
際は、背景円筒格子の外側にさらに外側背景格子として背
景直交格子を配置して計算を行う。時間精度は背景直交格
子の方が高いことから、背景円筒格子の格子範囲は最小限
にすることを推奨する[8]。
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図 6 ブレード格子とダクト格子の作成例
ブレード翼端部の拡大図
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表 1 rFlow3D の計算手法
背景直交格子

背景円筒格子
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物体格子

3次元圧縮性Navier-Stokes方程式

支配方程式

Cell-vertex

空間離散化

Cell-center

Cell-center

mSLAU

数値流束関数

FCMT (Fourth Order Compact MUSCL TVD) 法

空間高次精度化
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2次精度 中心差分

粘性流束
4-stage
Runge-Kutta

時間積分法

Dual-time stepping/ Dual-time stepping/
LU-SGS
LU-SGS

&\OLQGULFDOEDFNJURXQGJULG

Spalart-Allmaras model
Wilcox k-ω model
Menter k-ω SST model

乱流モデル

k
図 7 格子全体図
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２．３． 格子間の物理量補間アルゴリズム
 背景格子と物体格子の物理量の補間には Tri-linear 補間を
用いている。図 8 に Tri-linear 補間の概念図および、式(1)に
Tri-linear 補間式を示す。

図 4 背景円筒格子の SOH 型トポロジーの例
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図 5 背景円筒格子の配置例

ここで、s, t, u は各方向の補間係数である。補間点が物理量
をもらうセル内に存在する場合は、0≦s, t, u≦1 となるので、
内外判定は係数の値を用いて行っている。
 背景格子から物体格子への補間は、境界条件として物体
格子へ物理量を与える。その際、外部境界から 3 点内側ま
で補間を行う。これは、空間高次精度化に FCMT 法を使用
しており、片側 3 点のステンシルが必要なためである[9]。
物体格子から背景格子へ値を渡す際には、すべての物体
格子セルから重合している背景格子へ値を補間している。
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物体内部に存在する背景格子の判定には、図 9 に示すよう
に、単一構造格子の特性を利用し、壁面第１層格子のセル
中心座標を用いて、仮想的な六面体を作成する。この仮想
的な六面体内部に存在する背景格子を Tri-linear 補間の補間
係数で判断し、存在する場合には非計算点に設定している。
背景直交格子から物体格子への補間は、直交格子の特性
を生かして、格子インデックス i, j, k を x, y, z 座標に対応さ
せ、図 10 に示すように、各軸方向を順番に絞込んで補間処
理を行っている。
物体格子から背景直交格子への補間は、物体格子から探
すのではなく、背景直交格子のインデックスを絞り込んで
から補間を行っている。具体的には図 11 に示すように、物
体格子のセル中心座標を使用して、周辺セル 8 点から仮想
的な六面体を作成する。この仮想的な六面体に対して、最
大・最小座標を使用した境界ボックスを作成し、背景直交
格子のインデックスの絞込みを、境界ボックスの始点と終
点に対して行い、補間処理を行っている。境界ボックスは
AABB (Axis Aligned Bounding Box) を使用している。
背景円筒格子から物体格子への補間には、背景直交格子
のようなインデックスの絞込みは困難である。今回の拡張
では、背景円筒格子が単一構造格子である特性を利用して、
格子インデックス i, j, k をそれぞれ分割する八分木(Octree)
のデータ構造を採用した。インデックス分割による八分木
構造の概念図を図 12 に示す。ツリーの各ノードには、各イ
ンデックスの始点・終点番号と境界ボックス(AABB)を持た
せている。補間点探索の際には、このツリーを使用して、
AABB で領域を絞っていき、リーフノードに達したところ
で、Tri-linear 補間係数を計算して、セルの内外判定を行う。
 物体格子から背景円筒格子への補間も同様に、物体格子
の八分木データを作成し、補間処理を行っている。物体内
部の内外判定では、図 9 に示す仮想的な 6 面体の始点・終
点位置情報から八分木探索を行い、内外判定を行うインデ
ックス範囲を絞り、Tri-linear 補間係数から内外判定を行っ
ている。
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図 10 背景直交格子から物体格子への補間処理時の
補間相手探索方法の概念図
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図 11 物体格子から背景直交格子への補間処理時の
補間相手探索方法の概念図
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図 12 インデックス分割による八分木構造の概念図

図 8 Tri-linear 補間の概念図
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図 9 物体内外判定の概念図

３．検証計算
 検証計算は大阪大学で行われた実験に基づいて行った[7]。
ブレード枚数は 2 枚で、ロータ回転数は約 5800RPM、ホバ
リング条件で試験が行われている。ロータ諸元を表 2 に示
す。本報告では、背景円筒格子導入の効果を確認するため、
ロータ単体性能予測における背景直交格子と背景円筒格子
のそれぞれの結果の比較とダクテッド・ロータ性能予測の
結果を示す。ダクテッド・ロータに関する実験結果は参考
文献 7 を参照されたい。計算で用いたブレード形状とダク
テッド・ロータ形状を図 13 に示す。
 計算条件は、ブレード・ピッチ角をそれぞれ 5, 10, 15,
20°で計算を行い、結果の比較を行った。
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ロータ直径
翼根コード長
翼端コード長
ルート・カット
翼型
翼端速度

表 2ロータ諸元
0.33 m
0.043 m
0.029 m
0.25 [/R]
NACA0009
100 m/s

(a) ブレード形状

表 3各格子の格子点数
ixjxk
Total

外側背景直交格子
139 x 139x 111
2,144,631
内側背景直交格子
85 x 85 x 29
209,525
2,614,545
内側背景円筒格子 107 x 181 x 135
(2,556,720)
561,561
ブレード格子
91 x 121 x 51
(540,000)
865,469
ダクト格子
101 x 209 x 41
(832,000)
計算手法は表 1 の通りで、本検証では乱流モデルに
Menter k-ω SST 2003 model を使用した。レイノルズ数はブ
レードコード長基準でおよそ 2.0x105 である。
 検証項目として、推力係数 CT およびトルク係数 CQ、ロ
ータ性能を示す Figure of Merit の 3 つについて主に検証を
行った。推力係数 CT およびトルク係数 CQ、Figure of Merit
(FM)の定義を以下に示す。

T
    
2
R R 
Q
CQ 
    
2
R 2 R  R
CT 

FM 

(a) ダクテッド・ロータ形状
図 13 計算モデル
計算格子は、外側背景直交格子、内側背景直交格子、内
側背景円筒格子、ブレード格子、ダクト格子を用いた。図
14 に計算格子の様子を示す。図 14 の黒い線が外側背景直
交格子を示し、緑が内側背景直交格子と内側背景円筒格子
を示す。また、赤がブレード格子、青がダクト格子である。
内側背景直交格子の格子解像度は、翼端コード長の 20%で
等間隔格子となっている。図 14 の内側背景円筒格子の図に
は、ダクトも含まれており、ブレード翼端とダクトの隙間
の格子は密な配置になっている。内側背景円筒格子は格子
のトポロジー上、等間隔で作成することはできないため、
ブレード翼端部分の格子幅を翼端コード長の 20%とし、そ
のまま外部境界まで格子線を伸ばしている。したがって、
直交格子に比べて円筒格子の方が、ブレード翼端側で若干
粗く、ブレード翼根側では格子が密な配置になっている。
各格子の格子点情報を表 3 に示す。表 3 内の括弧内の数字
はセル数を示している。内側背景円筒格子とブレード格子、
ダクト格子はセル中心による離散化のためである（表 1 参
照）。

(a) 内側背景直交格子   (b) 内側背景円筒格子
図 14計算格子の様子

2

CT3 2 2
CQ

    

(2)
(3)
(4)

ここで、T はロータ推力、Q はロータトルク、ρ は空気密度、
R はロータ半径、Ω はロータ角速度である。
 図 15 から図 18 にロータ単体における背景直交格子と背
景円筒格子のそれぞれを用いた計算結果と実験値との比較
を示す。黒シンボルが実験データ、赤シンボルが背景直交
格子を用いた計算結果、青シンボルが背景円筒格子を用い
た計算結果を示している。図 15 より、計算結果で得られた
各ピッチ角に対する推力は実験値より過大評価しているこ
とが見て取れる。低ピッチ角側ではおよそ 1°～2°程度の
ずれとなっている。図 17 のロータ性能曲線より、推力に対
するトルクが低ピッチ角側で良く一致しているおり、推力
とトルクの関係は良好に予測できていることがわかる。高
ピッチ角側のずれについては、ブレード上の剥離の影響が
計算では捉えられていないためと考えられる。図 18 のロー
タ性能を示す Figure of Merit の比較では、高ピッチ角側で
ブレードの失速が遅く予測されているため、性能低下する
推力係数がずれているが、全体的にはおおよそ傾向が捉え
られている。
 背景直交格子と背景円筒格子の結果を比較すると、若干
のずれが見られる。原因としては、格子の説明でも触れた
とおり、格子の解像度が同じではないこと、また、時間積
分法が異なるため、時間精度が異なっていることが理由と
して考えられる。背景直交格子では 4 次精度[8]、背景円筒
格子では 2 次精度である。図 19 にピッチ角が 10°の時の
それぞれの背景格子における流れ場の様子を示す。この図
は Q 値の等値面を表しており、等値面を渦度でコンターを
つけている。等値面の値は同じ値をとっており、Q=0.1 と
している。円筒格子の方が直交格子より翼端渦の拡散が早
いのが見て取れる。また、円筒格子の方が翼端付近で格子
が密なため、渦度の大きさが大きい。これらから、ブレー
ドから放出された渦の解像度が異なり、渦から誘起される
誘導速度が異なるために誤差となっていると考えられる。
しかし、ロータの空力の傾向は良く捉えられており、新た
に追加した補間処理も正しく動作していることがわかる。
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(a) 背景直交格子
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図 19 背景直交格子と背景円筒格子の流れ場の比較
（θ0=10°）
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図 18 背景格子の違いによる Figure of Merit の比較

図 15 背景格子の違いによる CT-θ0 の比較
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図 16 背景格子の違いによる CQ-θ0 の比較
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図 20 と図 21 にダクテッド・ロータにおける実験値と計
算結果の比較を示す。図中の黒色シンボルが実験値、赤色
シンボルが計算結果を示している。また、シンボルの塗り
つぶしが無いものが、ロータ単体性能を示し、シンボルの
塗りつぶしがあるものが、ダクテッド・ロータの結果を示
している。図 20 より、ダクテッド・ロータにおける推力に
対するトルクが実験と良く一致している。ただし、高ピッ
チ角側では、ロータ単体の時と同様に実験と異なる傾向を
示した。しかし、実際に使用するピッチ角の範囲における
予測精度は十分得られている。図 21 の Figure of Merit の比
較から、ダクトによる性能向上の割合を非常に良く予測で
きていることがわかる。
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図 17 背景格子の違いによる CT-CQ の比較
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図 20 ダクテッド・ロータにおける CT-CQ の比較
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0.025

図 21 ダクテッド・ロータにおける Figure of Merit の比較
４．まとめ
 ダクテッド・ロータ解析に向けた回転翼用 CFD ツール
rFlow3D の拡張を行った。拡張内容は下記の通りである。
(1) 物体格子ソルバーにダクト形状の計算を可能にした。
(2) 背景格子に円筒格子を採用し、高速な補間処理のた
めに八分木データ構造を採用した。
 検証計算から、背景直交格子と背景円筒格子はおおよ
そ一致した結果が得られ、新規拡張した機能が正しく動
作していることを確認し、ダクテッド・ロータの実用的
な計算が可能となった。
 ダクテッド・ロータ性能予測の検証では、高ピッチ角
側を除いて、ダクテッド・ロータにおける推力とトルク
の関係、ロータ性能を示す Figure of Merit の値が実験と非
常に良い一致を示した。高ピッチ側では、異なる傾向を
示したが、設計点や実運用範囲での予測精度は十分得ら
れている。
 今後は、コンパウンド・ヘリコプタのダクテッド・ロー
タに関する設計検討やマルチ・ロータの性能向上のための
ダクテッド・ロータ解析に応用していく予定である。
参考文献
1) Tanabe, Y., Aoyama, T., Kobiki, N., Sugiura, M., Miyasita,
R., Sunada, S., Kawachi, K., and Nagao, M., “A Conceptual
Study of High Speed Rotorcraft”, 40th European Rotorcraft
Forum, Amsterdam, Netherlands, 2014.
2) Tanabe, Y. and Saito, S., “Significance of All-Speed
Scheme in Application to Rotorcraft CFD Simulations”,
3rd International Basic Research Conference on Rotorcraft
Technology, Nanjing, China, October 14-16, 2009.
3) Tanabe, Y., Saito, S. and Sugawara, H., “Construction and
Validation of an Analysis Tool Chain for Rotorcraft Active
Noise Reduction”, 38th European Rotorcraft Forum,
Amsterdam, Netherlands, 2012.
4) Tanabe, Y., Saito, S., Takayama, O., Sasaki, D. and
Nakahashi, K., “A New Hybrid Method of Overlapping
Structured Grids Combined with Unstructured Fuselage
Grids for Rotorcraft Analysis”, 36th European Rotorcraft
Forum, Amsterdam, Netherlands, 2010.
5) Sugiura, M., Tanabe, Y. and Sugawara, H., “Development
of a Hybrid Method of CFD and Prescribed Wake Model
for Helicopter BVI Noise Prediction”, the AHS 69th
Annual Forum, Phoenix, Arizona, May 21-23, 2013.
6) 菅原瑛明, 田辺安忠, 杉浦正彦, "高速ヘリコプタに適用
する CFD 解析技術の開発", 第 53 回飛行機シンポジウ
ム, 2015.
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ロータ間の空力干渉における位相角差の影響に対する考察
○田中陸久（大阪府立大学大学院），田辺安忠（JAXA），砂田茂（名古屋大学），
米澤宏一（電力中央研究所），得竹浩（金沢大学），新井隆景（大阪府立大学）

Study of Influence of Phase-angle Differences on Aerodynamic
Interactions between Rotors
Riku Tanaka (Osaka Prefecture Univ.), Yasutada Tanabe (JAXA), Shigeru Sunada (Nagoya Univ.),
Koichi Yonezawa (CRIEPI), Hiroshi Tokutake (Kanazawa Univ.), and Takakage Arai (Osaka Prefecture Univ.)
ABSTRACT
Aerodynamic interactions between 6 rotors on a multi-copter type drone are numerically simulated. The phase angles of the rotors
and the pitch angles of the rotor blades are varied. The total thrust changes about 3% due to phase angle differences. With the
phase angle differences between the neighboring rotors fixed to the smallest angle about 0 degrees (Worstcase), as the pitch angle
approaches 16°, the oscillating forces become relatively low. This property of the oscillating forces depends on the phase angle
differences between the rotors, which is considered to be due to the shape change of the tip vortices.
１．はじめに
マルチロータ型ドローン（マルチコプタ）は近年急
速に普及しており，インフラ・産業用ロボットとして

設定を考慮し，ロータ間の空力干渉を検証する余地が
出てきた．
本研究では，可変ピッチ制御の6つのロータ間の空力

も活躍が期待されている．それらの用途では，安全性

干渉について，異なるロータ位相設定とピッチ角の変

やペイロードの確保などから，6つ以上のロータ数を持

化による加振力の変化を数値シミュレーションにより

つ機体も多数開発されている．

調べてきた．前回は，異なるロータ位相設定について4

ドローンに期待される用途の一つは，空中からの撮
影・監視であるが，カメラを搭載するにあたっては，

ケース(Bestcase，Worstcase，Psi0case，Psi0-90case)の
計算結果を，ピッチ角の変化については位相設定

振動対策としてダンパやジンバルといった装備が必要

Bestcaseでの計算結果を報告した[5]．今回は，異なる

となる．振動の原因の一つにロータ間の空力干渉によ

ロータ位相設定について新たに1ケース(Psi_30delay)を

る非定常な力とモーメントによる加振がある．
マルチコプタの一般的な制御はロータ回転数を変化

追加したものを，ピッチ角の変化については位相設定
Worstcaseでの計算結果を報告する．

させるものであるが，モータの特性から応答性は高く
ない．これに対し現在，ロータのピッチ角を変えて，

２．数値計算手法

より高応答な飛行制御を実現しようとする研究が行わ

JAXAでは回転翼航空機用の統合解析ツールとして

れている[1]．回転数一定の条件では，ピッチ角の変化

rFlow3Dという回転翼の空力・弾性・トリムの連成解

に従い，ほぼ線型的に推力を変えることができる．機

析プログラムを開発している[2]．複数の回転翼を同時

構が多少複雑になるが，モータとプロペラの回転慣性

に解析できる能力を生かして，今回は6つのロータを

モーメントと比べ，ブレードのフェザリング・モーメ

有する機体の空力計算を試みた．

ントが圧倒的に少ないため，より高効率で高応答の機

今回は初期計算段階で，ロータ間の干渉解析に集

体制御が可能となる．また推力を変化させるときに

中する為にブレードを剛体と仮定し，ロータ以外は

は，ピッチ角を変えるだけでよいため，回転数を増加

すべて除外した．本計算で採用したrFlow3Dの計算手

させるよりも必要パワーは減少する．

法を表1にまとめた．

従来のマルチロータ機は回転数制御であるため，ロ
ータの位相設定というものを考慮することはなかっ
た．しかし，ピッチ角制御の場合，すべてのロータの

表1 用いたrFlow3Dの数値計算手法一覧
支配方程式
Euler 方程式

回転数を一定にすることも可能なため，ロータの位相
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Cell-vertex 有限体積法 (背景格子)
Cell-centered 有限体積法 (ブレード
格子)
4-stages Runge-Kutta法 (背景格子)
LU-SGS/LU-DUR 陰解法 (ブレード
格子)
mSLAU
4th order Compact MUSCL TVD
interpolation法

空間離散化

時間積分法
非粘性流束
再構築法
乱流モデル

なし(擬似DNS)

6

𝑖𝑖=1
6

𝑖𝑖=1
6

𝑖𝑖=1
6

𝑖𝑖=1
6

𝑖𝑖=1

𝑖𝑖=1

𝑀𝑀𝑋𝑋_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑀𝑀𝑋𝑋_𝑖𝑖 + ∑ 𝑍𝑍𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑌𝑌_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑀𝑀𝑌𝑌_𝑖𝑖 + ∑ −𝑍𝑍𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑍𝑍_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑀𝑀𝑍𝑍_𝑖𝑖 + ∑{−𝑋𝑋𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑌𝑌𝑖𝑖 𝑥𝑥𝑖𝑖 }
表2にロータの諸元データを示す．

３．計算結果
本研究で対象となるマルチコプタは図1に示すよう
に，6つのロータがそれぞれ2枚のブレードを有してお
り，隣り合うロータは反対方向に回転している．
Rotor3

6

Rotor2

表2 ロータ諸元
ロータ直径𝐷𝐷
ロータ半径𝑅𝑅
ロータ個数
ブレード枚数 (1ロータあたり)
翼端マッハ数
ロータ間の間隔𝑑𝑑
中心からロータ中心までの距離𝑙𝑙

0.330 m
0.165 m
6
2
0.29412
(100 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠)
0.063 m
0.393 m

3.1 ロータ位相設定に伴う空力干渉の変化

ロータ位相を5ケース設定し，解析を実施した．表3
Rotor4

Rotor1

にロータ位相設定のケース表を，図2に5ケースの位相
設定を示す．
翼端同士が近くですれ違い，干渉が大きくなること

Rotor5

は望ましくないと考え，隣接ロータとの位相差が最大

Rotor6

となる位相差90度に設定したものをBestcase，位相差

図1

6つのロータ配置

が最小となる位相差0度に設定したものをWorstcaseと
名付けた．ここでいう位相差とは，原点とロータ中心

ロータに発生する力とモーメントは式(1)のように無
次元化している．

Psi_30delayは隣接するロータ位相角を30度ずつずら

2
𝐶𝐶𝑋𝑋 = 𝑋𝑋⁄(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅2 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
)

2
𝐶𝐶𝑌𝑌 = 𝑌𝑌⁄(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅2 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
)
2
𝐶𝐶𝑍𝑍 = 𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝑍𝑍⁄(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅2 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
)
2
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑋𝑋 ⁄(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅2 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑅𝑅)
2
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑀𝑀𝑌𝑌 ⁄(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅2 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑅𝑅)
2
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀 = −𝐶𝐶𝑄𝑄 = 𝑀𝑀𝑍𝑍 ⁄(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅2 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑅𝑅)
3
2
⁄
𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 (𝜌𝜌𝜌𝜌𝑅𝑅 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ) = 𝐶𝐶𝑄𝑄

した設定となっており，これにより個別ロータの振
動波形も30度ずつずれ，全体としての加振力を抑え
(1)

また，6つのロータの合計力とモーメントは式(2)のよ
6

𝑋𝑋𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑋𝑋𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
6

ることができるのではないかと考え，今回計算に加
えた．

うに計算される．

𝑖𝑖=1
6

を結んだ線とロータとのなす角（位相角）における隣
接ロータとの差である．

(2)

表3 ロータ位相差設定ケース表
ケース名
備考
翼端同士が近くですれ違うことが無
Bestcase
い
Worstcase
すべてのロータ干渉が同時に起こる
すべてのロータが初期角 0度の状態
Psi0case
からスタート
Psi0-90case
初期角0度と90度を交互に配置
隣接するロータの位相角が30度ずつ
Psi_30delay
ずれている
全ケースでピッチ角は10°と設定

𝑍𝑍𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = ∑ 𝑍𝑍𝑖𝑖
𝑖𝑖=1
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図7に代表してBestcase とPsi_30delayにおけるロー
タ毎の推力の変動の様子を1回転分示す．この1回転

-0.2

-0.2

-0.4

-0.4

ブレード先端が隣接ロータ区間に接近するときと，

-0.6

-0.6

マルチロータ中心に接近したときとで変動が生じて

-0.8

-0.8

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
x

Worstcase

て変動が生じることは既に知られている[3]．

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

の等値面を表している．このシミュレーションで

0.0

0.0

は，マルチロータ中心にはボディが存在せず，中心
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x

Psi0case

-0.8

図8に代表してBestcase とPsi_30delay の2ケースの
流れ場を示す．図はQ定義法により，Q=0.5とした時

領域は複雑な流れ場となっている．

CX_sum

Psi0-90case
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Averaged Force Coefficient

-0.2

y

いることが分かる．隣接ロータ間の空力干渉によっ

0.8

y

y

Bestcase

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
x

CY_sum

4.0E-05
2.0E-05
0.0E+00
-2.0E-05
-4.0E-05

Psi_30delay
図2 位相差設定5ケース
0.0495

図3に位相角による機体全体に働くX，Y，Z軸方向
示す．推力は各ケースで最大3％程度の違いが出た．
図4に平均推力に対する6分力の変動の割合を示す．
縦軸ラベルの「SD」は標準偏差，系列名の「_var」
は変動の計算結果（標準偏差）を表している．モー
メントについては，代表長さはロータの半径である
ので，推力に半径をかけた量に対する割合として見

0.0490

Averaged Thrust Coefficient

の力とモーメントの合計6分力の5回転分の平均値を

CT_sum

0.0485
0.0480

0.0475
0.0470

ることができる．推力変動は1~3%の範囲であり，モ
ーメントは1%程度の変動である．これは6つのロータ
0.0010

全体としての結果であるため，値が小さく出る理由と
ほかに，個別のロータの振動が互いに打ち消しあった
結果とも考えられ，このことについて調べる．
図5に個別ロータ毎の推力の変動の割合を示す．個
別ロータでみると図4でみられるような，各ケースで
値が大きく異なるということはない．このことか
ら，個別ロータの振動の打ち消しあいにより変動量
の差が生じていると考えられる．
図6に個別ロータで見た効率変化として Figure of
Merit を示す．これは個別ロータの𝐶𝐶𝑇𝑇 ，𝐶𝐶𝑄𝑄 の平均値を

用いて計算している．各ケースで最大4％程度の違い

Averaged Moment Coefficient

しては，ロータの振動そのものが小さくなったことの
0.0005

CMX_sum
CMY_sum
CMZ_sum

0.0000

-0.0005

-0.0010

図3 位相角差による6分力の平均値

が出た．
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図6 個別ロータで見た効率変化
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図9にピッチ角による機体全体に働くX，Y，Z軸方
向の力とモーメントの合計6分力の5回転分の平均値
を示す．ピッチ角が大きくなるにつれ推力が増加し
ていることがわかった．また，推力以外では若干の
変動が見られた．
図10にピッチ角による平均推力に対する6分力の変
動の割合を示す．ピッチ角16°に近づくにつれ加振力
は減少している．この現象が個別のロータの振動が
互いに打ち消しあって生じているのか，また，位相
角差に依存しているのかについて調べた．
図8 BestcaseとPsi_30delayの流れ場

図11に個別ロータ毎の推力の変動の割合を示す．個
別ロータでみてもピッチ角16°における値が相対的に

Bestcase，Worstcase，Psi0case，Psi0-90case，
Psi_30delayの5ケースに関して計算を行った．前述し
たようにロータ干渉が望ましいものではないと想定し

低いことから，各ロータ振動の打ち消しあいでない
ことがわかる．
図9，図10の推力に関するグラフに，位相角差設定

ていたことから，Best，Worstと称したが，ロータ干渉

Bestcaseにおける値を追加したものを図12に示す．

の影響が出るであろう6分力の変動量（図4）をみる

Bestcaseでは，発生推力はWorstcaseのものと同程度で

と，その名の通りの性能を示していない．これは，6

ある．一方で，Bestcaseの平均推力に対する6分力の変

分力の変動量がロータ干渉の度合いよりも，個別ロー

動の割合はWorstcaseとは異なった傾向を示してい

タの振動の打ち消しあいの影響をより強く受けるた

る．Bestcaseでは全体的に見ればピッチ角が大きくな

めと考えられる．

るにつれ，加振力が増加しているが，ピッチ角18°の

Psi_30delayは隣接するロータ位相角を30度ずつずら

ときのみ，相対的に低くなっている．このことか

した設定となっており，これにより個別ロータの振

ら，加振力の減少は位相角に依存している現象であ

動波形も30度ずつずれるのではないかと考えていた

るといえる．

が，そうはなっていない．
ロータからの後流は翼端渦輪の不安定性[4]から，

図13にBestcase，図14にWorstcaseでのピッチ角
12°，16°，18°，20°における翼端渦を示す．図はQ定

常に一定の変動量を有しており，今回のように6個の

義法により，Q=3.5とした時の等値面を表している．

ロータからの後流が干渉し合うようなケースでは，

Bestcaseの翼端渦の観察から，隣接するロータを繋ぐ

流れ場が対称性を維持することが困難である．特に

ようにロータ上部にできる翼端渦（以下，ブリッジ

今回の数値シミュレーションは非定常CFD解析の手

状翼端渦）の存在が加振力に関係していると考えて

法を取っており，物理的にも発生している流れ場の

いるが[5]，Worstcaseの場合も同じことがいえるかを

不安定性をそのまま予測している．この流れ場の不

確かめる．

安定性が，Psi_30delayの振動波形を予想とは異なった
ものにしている．
ロータ位相設定を評価する際は，振動を減らすとい

比較的変動割合の大きい，Bestcaseピッチ角16°，
20°とWorstcaseピッチ角12°，18°，20°ではブリッジ状
翼端渦が発生している．一方，比較的変動割合の小

う観点から，平均推力に対する変動量の割合が最も大

さい，Bestcaseピッチ角12°，18°とWorstcaseピッチ角

きい推力の変動量を基準として考えるとよいだろう．

16°ではブリッジ状翼端渦がほとんど発生していな

今回の5ケースでは，Psi0caseが望ましいといえる．

い．このことから，ブリッジ状翼端渦の存在が加振
力に関係していることがWorstcaseの場合も確認でき

3.2 ピッチ角変化に伴う空力干渉の変化
ピッチ角を12~20°まで変化させたときの，マルチロ
ータの空力特性について調べた．Bestcaseについては

た．
翼端渦の形状が変化した原因は，まだ特定できて
いない．

既に計算を行っており[5]，今回はWorstcaseに関して
計算を行った．
表4にピッチ変化のケース表を示す．

ピッチ角
位相角差

表4 ピッチ角ケース表
12, 14, 16, 18, 20 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
Worstcase
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ロータの振動の打ち消しあいの影響をより強く受け
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図12 ピッチ角変化に対するWorstcaseとBestcaseの比
較

る．
ロータ位相設定を評価する際は，平均推力に対する
変動量の割合が最も大きい推力の変動量を基準として
考えるとよく，今回の5ケースでは，Psi0caseが望まし
いといえる．
ロータのピッチ角を変化させた場合，ピッチ角が
大きくなるにつれ推力は線形的に増大するが，振動
レベルは位相設定により異なる傾向を示す．これ
は，翼端渦の形状が変化したことが原因であると考
えられる．
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風車後流に対する翼端渦放出周期の影響
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Effect of tip vortex release cycle on wind turbine wake

by
Yosuke Shinozaki, Yasutada Tanabe, Takashi Aoyama, Yuichi Matsuo, Chuichi Arakawa and Makoto Iida
ABSTRACT
The purpose of this study is to understand the effect of release frequency of tip vortices which are shed from blade tips on a wind turbine
wake. In wind farms, wind turbines are installed collectively and that results in a reduction of power generation. This problem requires proper
designs of wind farms and knowledge about a wind turbine wake. Recent studies have revealed that tip vortices have a strong influence on
wind turbine wakes. In this study, wakes from Mie University wind turbine of varying operating conditions are calculated by using
Computational Fluid Dynamics (CFD), and energy transitions in the wind turbine wakes are examined. In the calculations, release frequencies
of tip vortices are changed by changing tip speed ratio and the number of blades. The CFD results show the same trend of kinetic energy
transition when the vortex release frequency is close. And the CFD results also show that when vortex release frequency becomes higher, a
minimum value of energy becomes smaller and energy recovery rate becomes larger. This tendency is considered to be caused by the fact
that when the frequency becomes higher, the interval between the vortices becomes narrower and the barrier effect which restrains momentum
exchange between a wake and a mainstream becomes greater.
１．緒言
風力発電事業においては，複数の風車を集約配置したウ
インドファームの形式が取られている場合が多い．ウイン
ドファームに設置されている風車においては風車の前後関
係が存在するため，後流の状態，特に風のエネルギ保有量
や乱れについて把握することが重要となる 1)．風車後流に
おいては，風車の回転の影響により，物体の後流とは異な
る性質を有していると考えられ，これまで様々な検討がな
されてきた．その結果，風車翼端から放出される翼端渦が，
風車の近傍領域においては，流れを混合させる作用よりも
主流と後流の混合を抑制する働きが大きいこと 2)や，翼端
渦の形成する渦列の内部においては旋回流や拡大流が存在
することが分かり 3)，風車後流のエネルギ回復プロセスに
ついても徐々に解明されつつある．
また風車本体では，近年，洋上風力発電において風車の
2 枚翼化が検討されており 4)，現在主流である 3 枚翼風車だ
けでなく，2 枚翼風車における後流の状態について把握す
ることも重要となっている．しかし，風車後流に関する研
究で，2 枚翼風車もしくは風車の翼枚数の変化について検
討した例は少ない．翼枚数が変化した場合，風車翼から放
出される翼端渦の放出周期が変化するため，運動量交換の
傾向が変化し，風車後流に対しエネルギ回復の観点で影響
を与えることが予想される．
本研究では，風車の翼端から放出される翼端渦の放出周
期が変化することにより，近傍後流における翼端渦列によ
る運動量交換の阻害効果の変化や，遠方後流におけるエネ
ルギ回復率の変化について，CFD による計算結果を用いて
検討を行う．
２．計算対象
本研究では計算対象として三重大学風力タービンを使用し
た．三重大学風力タービンでは模型スケールの風洞試験が
実施されており，3 枚翼だけでなく 2 枚翼とした場合の試験
も実施されている 5)．本稿では風洞試験の結果を CFD の妥
当性の検証に用いる．表 1 に三重大学風力タービンの諸元
を示す．なお，表中の翼端渦放出周波数𝑓𝑓は，下に示すよ
うに定義される．
𝑓𝑓 =

𝑈𝑈∞ 𝜆𝜆
× 𝐵𝐵
𝜋𝜋𝜋𝜋

(1)

ここで，各記号は表 1 中に示す通りである．本研究におい
ては，𝑈𝑈∞ ，𝐷𝐷は一定であるので，
𝑓𝑓 = 𝑓𝑓(𝐵𝐵, 𝜆𝜆)
(2)
となり，翼端渦放出周波数は𝐵𝐵，𝜆𝜆の関数となる．
表 1 三重大学風力タービン諸元および運転条件 5)
翼型
Avistar
風車直径𝐷𝐷 [m]
1.6
代表翼弦長 c [m]
5.0 × 10−2
流入風速𝑈𝑈∞ [m/s]
6.0
翼枚数𝐵𝐵 [-]
2
3
周速比𝜆𝜆 [-]
6.0
4.5
5.6
翼端渦放出周波数𝑓𝑓 [Hz]
14.3
16.1
20.1
３．結果および考察
 本研究では，JAXA開発の非定常圧縮性CFDソルバであ
るrFlow3D6) を用いて計算を行う．rFlow3Dの構成を表 2に
示す．rFlow3Dは，移動重合格子法により回転運動の再現
を行う．重合格子系は2つの背景格子と複数のブレード格
子により構成されている．2つの背景格子は，内側背景格
子と外側背景格子からなり，内側背景格子の解像度を外側
背景格子に比べ大きくすることで，局所的な高解像度化が
可能となっている．本研究においては風車の後流領域の渦
に着目しているため，後流域に内側背景格子を配置し，高
解像化を行い渦の捕捉を可能にしている．また，ブレード
格子は構造格子かつ境界適合格子で形成されており，その
個数は翼枚数に依存する．格子の詳細を表 3，外観を図 1に
示す．なお，本計算にはJAXA所有のスーパーコンピュー
タJSS2を用いている．
表 2 rFlow3D の概要
支配方程式
Navier-Stokes 方程式
Cell-vertex FVM (背景格子)
空間離散化
Cell-centered FVM (ブレード格子)
非粘性流束
SLAU
再構築法
4th order compact MUSCL TVD
4th order Runge-Kutta (背景格子)
時間積分
LUSGS implicit method
(ブレード格子)
乱流モデル
なし（疑似 DNS）
回転翼の再現
移動重合格子法
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ブレード格子

表 3 計算格子の詳細
内側背景格子
Grid1

Grid2

Grid3

外側背景格子

領域サイズ(XxYxZ)

-

10.5Dx2Dx2D

10.5Dx1.9Dx1.9D

10.5Dx1.5Dx1.5D

30.5Dx22Dx22D

計算格子数(IxJxK)

121x121x51

1121x215x215

1121x203x203

1121x161x161

209x141x141

+

𝑦𝑦 ≈ 1

最小格子幅

74 万

総点数

0.3c (c=0.05[m])
5182 万

0.3c

4620 万

2906 万

416 万

図 1 計算格子の外観（左図：格子系全体図，右図：拡大図）

𝑅𝑅𝑅𝑅
𝜆𝜆 =
𝑈𝑈∞

(5)

ここで𝑅𝑅は風車半径である．
図 2，図 3 に rFlow3D による計算結果と風洞試験による
パワー係数とスラスト係数を比較した図を示す．破線，点
線で風洞試験による結果を示し，マーカーによって CFD に
よる計算結果を示す．計算結果と風洞試験の結果を比較す
るとパワー係数，スラスト係数ともに風洞試験と CFD がほ
ぼ一致する結果が得られた．また，rFlow3D の過去の計算
例からスラスト係数が正しく計算できている場合，速度や
渦位置など後流について正しく再現できているということ
が既に確認できているため 4)，今回のケースでも後流を正
しく再現できていると考えられる．
 また，以下の考察で後流の速度分布を用いる．本研究に
おいては風車後流の流体現象についての平均的な挙動につ
いて考察することを目的としているため瞬時値でなく，
CFD による計算結果からサンプリングを行い，平均化を行

った結果を考察に用いる．具体的には風車後流の任意の半
径位置において 1 周 360 点のサンプリングを行い，平均化
することによって空間平均を行っている．したがって，半
径𝑟𝑟における主流方向速度成分𝑢𝑢は，
𝑢𝑢(𝑟𝑟) =

360

1
∑ 𝑢𝑢(𝑟𝑟, 𝑖𝑖)
360

(6)

𝑖𝑖=1

と表すことができる．
 また，主流の速度分布と同様に以下の考察に用いる主流
方向の無次元化運動エネルギ𝐾𝐾 ∗ については以下のように定
義する．
𝐾𝐾
𝐾𝐾 ∗ =
(7)
1 3
𝜌𝜌𝑈𝑈 (1.45𝑅𝑅)2
2 ∞
ここで，𝐾𝐾は主流方向運動エネルギである．
0.50

Exp_2blade
Exp_3blade
CFD_2blade
CFD_3blade

0.45

Power Coefficient C P[-]

４．結果および考察
 今回，後流のエネルギ回復について同程度の周速比と同
一のスラスト係数の 2 つ観点からの比較を行う．
初めに，CFD の計算結果の妥当性について確認する．主
流の運動エネルギに対する発電量の割合であるパワー係数
𝐶𝐶𝐶𝐶，推力を示すスラスト係数𝐶𝐶𝑇𝑇 を用い，それぞれの定義は
以下に示す通りである．
𝑀𝑀𝑥𝑥 𝜔𝜔
𝐶𝐶𝐶𝐶 =
(3)
1
3
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈∞
2
𝐹𝐹𝑥𝑥
𝐶𝐶𝑇𝑇 =
(4)
1
2
𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈∞
2
ここで，𝑀𝑀𝑥𝑥 ，𝐹𝐹𝑥𝑥 ，𝜔𝜔，𝜌𝜌，𝐴𝐴はトルク，スラスト，角速度，
密度，回転面積をそれぞれ示す．
また，パワー係数，スラスト係数は翼端周速を流入風速
で割った値である周速比λ（Tip speed ratio, TSR）により整
理する．

0.40
0.35
0.30
0.25
0.20

0.15
0.10
0.05
0.00

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

λ (Tip Speed Ratio, TSR) [-]

8.0

9.0

10.0

図 2 実験値 5)と CFD の計算結果の比較（パワー係数）
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1.2

Exp_2blade
Exp_3blade
CFD_2blade
CFD_3blade

Thrust Coefficient CT[-]

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
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1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

λ (Tip Speed Ratio, TSR) [-]
5)と CFD の計算結果の比較

図 3 実験値
（スラスト係数）

４．１ 流れ場とエネルギ推移に関する検討
 ここでは，流れ場の状態とエネルギ推移について概要を
説明する．以下，図 4 に流れ場の様子，図 5 に主流方向の
エネルギ推移を示す．なお，図 4 において，各ケースの上
部に主流方向無次元化速度（𝑢𝑢∗ = 𝑢𝑢/𝑈𝑈∞ ）コンター，下部
に無次元化渦度コンターを示す．図 5 において，縦軸に主
流方向無次元化運動エネルギ𝐾𝐾 ∗ ，横軸に主流方向の無次元
化位置を示す．
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 後流の主流方向の運動エネルギ𝐾𝐾 ∗ の変化のプロセスは概
ね，𝐾𝐾 ∗ が低下するプロセスの後，𝐾𝐾 ∗ の回復プロセスに移行
すると考えられている．まず，𝐾𝐾 ∗ の低下プロセスについて
説明する．風車直後では風車の回転に伴い速度欠損が生じ，
𝐾𝐾 ∗ が低下する．また，風車翼から放出される翼端渦で形成
される翼端渦列が後方に流れるに伴い半径方向に拡大し，
仮想的な拡大流管を形成する．この拡大流管では拡大管内
の流れと同様の原理で速度が低下し，その結果，主流方向
の𝐾𝐾 ∗ が低下する．ここで重要となるのが翼端渦列の渦同士
の間隔であると考えられる．翼端渦放出周波数が大きくな
るとその間隔は狭くなり，よりバリア効果は大きくなると
考えられる．なお，バリア効果とは半径方向の拡大流と翼
端渦列の作用により，主流と後流の運動量交換を抑制する
効果を指す 3)．翼端渦放出周波数が小さい場合，渦同士の
間隔は広くなり，バリア効果は小さくなると考えられエネ
ルギの低下は小さくなる傾向にあると考えられる． 𝐾𝐾 ∗ の回
復プロセスにおいては，主流と後流域での運動量交換が促
進し，𝐾𝐾 ∗ が回復する．運動量交換の前後で運動量が保存さ
れることを元に構築された後流モデルである Jensen らによ
る wake model7)によると速度欠損が大きいほど𝐾𝐾 ∗ の回復率
が大きくなるとされている．以下の検討において， 𝐾𝐾 ∗ が低
下し極値を持った後の𝐾𝐾 ∗ の変化率を 𝐾𝐾 ∗ の回復率と定義し
ている．

(a)2枚翼周速比6.0

(b)3枚翼周速比4.5

(c)3枚翼周速比5.6

図 4 主流方向速度コンター（上部）と渦度コンター（下部）
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である．以下𝑓𝑓 ∗ を元に検討を行う．

(1) 𝑓𝑓1∗ = 1.13の場合
𝑓𝑓(2, 6.0)，𝑓𝑓(3, 4.5)の主流方向のエネルギ𝐾𝐾 ∗ の推移を比較
した結果を図 6 に示す．
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図 8 後流の主流方向運動エネルギの推移
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図 6 後流の主流方向運動エネルギの推移
ともに，𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 0において𝐾𝐾 ∗ が 0.7 程度とほぼ同一の値を
取る．これはスラスト係数がおおよそ同一であることを意
味し，図 3 からも両ケースのスラスト係数がおおよそ一致
することが確認できる． 𝐾𝐾 ∗ の低下については両ケースとも
に𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 1.0程度までは同様の傾向を示し，その後はやや異
なる推移をするが概ね一致している．𝐾𝐾 ∗ が低下し極値を持
った後の𝐾𝐾 ∗ の回復についても両ケースともに同様の傾向を
示し，その回復率は非常に小さくなっている．これは，仮
想流管の外側において主流方向速度の半径方向の勾配が小
さくなっていることからも確認できる（図 7）．勾配が小
さいことは主流方向の運動量交換が小さく，𝐾𝐾 ∗ の回復が小
さいことを示している．

(3) 𝑓𝑓3∗ = 1.41の場合
𝑓𝑓(2, 6.0)，𝑓𝑓(3, 5.6)の主流方向のエネルギ𝐾𝐾 ∗ の推移を比較
した結果を図 9 に示す．
1.0

0.9

Non-dimensional
Kinematic Energy K*[-]

Non-dimensional
Kinematic Energy K*[-]

0.9

0.0

1.5

(2) 𝑓𝑓2∗ = 1.25の場合
𝑓𝑓(3, 4.5)，𝑓𝑓(3, 5.6)の主流方向のエネルギ𝐾𝐾 ∗ の推移を比較
した結果を図 8 に示す．
 はじめに，風車通過直後における𝐾𝐾 ∗ の低下について確認
する．ともに𝐾𝐾 ∗ が低下する傾向は同一であるが，𝑓𝑓(3, 4.5)
に比べて，𝑓𝑓(3, 5.6)の𝐾𝐾 ∗ の低下量が大きくなっている．こ
れは，前述の翼端渦の放出周波数の違いによるもので，
𝑓𝑓(3, 4.5)の方が渦放出周波数が小さいためバリア効果が小
さく，早い段階で𝐾𝐾 ∗ の低下が小さくなったと考えられる．
𝐾𝐾 ∗ の回復についても，両ケースで回復率が異なる．これ
は，速度欠損量の違いによるものであると考えられる．
𝑓𝑓(3, 5.6)のケースの方が速度欠損が大きくなっており，前
述のように速度欠損量の大きい方が𝐾𝐾 ∗ の回復率が大きくな
るため，𝑓𝑓(3, 5.6)の方が𝑓𝑓(3, 4.5)に比べ𝐾𝐾 ∗ の回復率が大きく
なっていると考えられる．

Non-dimensional
Kinematic Energy K*[-]

４．２ 各ケースの比較
 本稿では，翼端渦放出周波数の比率を元に整理，比較を
行う．式(1)から翼端渦放出周波数は，𝑓𝑓(2, 6.0) = 14.3[Hz]，
𝑓𝑓(3, 4.5) = 16.1[Hz]，𝑓𝑓(3, 5.6) = 20.1[Hz]と求められ，それ
らの比率𝑓𝑓 ∗ は，

𝑓𝑓2∗ =

1.0

図 7 速度プロファイル（𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 1.5）

図 5 後流の主流方向運動エネルギの推移
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図 9 後流の主流方向運動エネルギの推移

This document is provided by JAXA.

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論文集

図 9 によると，𝑓𝑓(2, 6.0)において，風車近傍領域で𝐾𝐾 ∗ の
低下が見られるが，𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 1.0程度で極値をとり，その後は
ほぼ一定値で推移し，𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 6.0以降で若干の回復が確認で
きる．一定値で推移することは𝐾𝐾 ∗ の変化が無く，𝐾𝐾 ∗ の回復
が見られないということを示している．その一方，
𝑓𝑓(3, 5.6)においては，風車近傍領域における𝐾𝐾 ∗ の低下の傾
向は同様であるが，本ケースでは𝐾𝐾 ∗ の低下は𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 3.0程
度まで起きており，その後は増加に転じる．このように風
車近傍において，𝐾𝐾 ∗ の低下が𝑓𝑓(2, 6.0)の場合で𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 1.0程
度，𝑓𝑓(3, 5.6)の場合で𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 3.0程度までと翼枚数によって
傾向が異なる．その要因はバリア効果の大きさの違いによ
ると考えることができ，その様子は図 4 の𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 0～2.0の
範囲の渦度コンターにより確認できる．𝑓𝑓(2, 6.0)の場合の
方が𝑓𝑓(3, 5.6)に比べて渦列の間隔が広くなっている．その
ため𝑓𝑓(3, 5.6)に比べバリア効果が小さく，𝐾𝐾 ∗ の低下は早い
段階で終了したと考えられる．
𝐾𝐾 ∗ が低下し極値を持った後の𝐾𝐾 ∗ の回復についても，両ケ
ースで傾向が異なる．この原因として考えられるのが，速
度欠損量の違いである．図 10 に𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 3.0における速度プ
ロファイルを示す．
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図 10 速度プロファイル（𝑥𝑥/𝐷𝐷 = 3.0）

速度プロファイルを見ると𝑓𝑓(3, 5.6)の方が速度欠損量が
大きくなっている．したがって，前述のように速度欠損量
の大きい方が𝐾𝐾 ∗ の回復率が大きくなるため，𝑓𝑓(3, 5.6)の方
が𝑓𝑓(2, 6.0)に比べ𝐾𝐾 ∗ の回復率が大きくなっていると考えら
れる．
 以上(1)-(3)をまとめると，比較した 2 ケースの翼端渦放出
周波数の比率が，𝑓𝑓1∗ = 1.13の場合，後流のエネルギの推移
が 2 ケースで同様の傾向を示し，𝑓𝑓2∗ = 1.25，𝑓𝑓3∗ = 1.41の場
合は𝐾𝐾 ∗ の推移が異なる傾向を示すことが分かった．ここで
2 枚翼と 3 枚翼の比較である𝑓𝑓3∗ = 1.41の場合において𝐾𝐾 ∗ の
回復傾向に差異が生じた要因が翼枚数の違いによるもので
はないということに注意されたい．𝐾𝐾 ∗ の回復傾向の差異は
3 枚翼同士の比較である𝑓𝑓3∗ = 1.41の場合においても生じて
いる．したがって，𝐾𝐾 ∗ の回復傾向の差異は翼端渦放出周波
数の違いによるものであると考えられる．
本稿の検討から，1.00 ≤ 𝑓𝑓 ∗ ≤ 1.13の範囲において，2 ケ
ースのエネルギ回復は同様の傾向を示し，1.25 ≤ 𝑓𝑓 ∗ の範囲
において，2 ケースの𝐾𝐾 ∗ の回復の傾向に差異が見られるこ
とが確認できた．このように翼端渦放出周波数の比率であ
る𝑓𝑓 ∗ によって傾向の違いを説明できるということは，後流
の𝐾𝐾 ∗ の推移の傾向は翼端渦放出周波数に影響されるという
ことを示している．
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６．結言
 本研究では翼端渦放出周波数の観点から後流における𝐾𝐾 ∗
の推移の傾向に与える影響について検討を行った．その結
果得られた知見は以下の 2 つである．




翼枚数や周速比が異なるが渦放出周波数が同程度の場
合，近傍後流における𝐾𝐾 ∗ の低下，および遠方後流に
おける𝐾𝐾 ∗ の回復率が同程度である．
渦放出周波数が異なる場合，渦放出周波数が大きい方
が𝐾𝐾 ∗ の低下が大きく，𝐾𝐾 ∗ の回復率についても大きく
なる．
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風車翼端渦崩壊過程の周速比特性論
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Dependency of tip speed ratio for tip vortex decay around wind turbine blade
Keita Kimura, Chuichi Arakawa and Makoto Iida（The University of Tokyo）
Yasutada Tanabe, Takashi Aoyama, Yuichi Matsuo (JAXA)

ABSTRACT
The wake behind a wind turbine can decrease the power generated by wind turbine farther downstream because tip vortices impedes
recovery of velocity inside the wind turbine wake. From the viewpoint of cost effectiveness, collective installations of wind turbines are
desired to reduce costs for maintenance and power transmission lines. However, the interference of wake makes it difficult to implement
collective installations. This paper discusses about the characteristics of tip vortex in wind turbine wake via the use of Computational Fluid
Dynamics (CFD), focusing on the dependency of tip speed ratio (TSR). TSR is an operational parameter of wind turbine and defined as the
ratio of tip speed to inflow speed. It is important to assess the influence of TSR to the wake structure because it often changes in an
operational wind turbine. In this work, CFD solver rFlow3D is used for capturing the characteristics of vortices and the velocity
distributions in wind turbine wake. The CFD results are validated by comparing with the Model Experiments in Controlled Conditions
(MEXICO) experiments. The tip vortices in wake region are clearly visualized, then it is found that TSR can change the distribution of
vortices and the timing of vortex breakdown, which influences the velocity recovery in wake region.
１．緒言
地球温暖化や大気汚染といった環境問題や化石燃料枯渇
への懸念から代替となる再生可能エネルギへの関心が高ま
っている．数ある代替エネルギの中でも風力発電は他のエ
ネルギ源と比較して発電コストが小さく[1]，世界中で導入
が進められている．
風力発電の代表的な事業形態として，1 つのサイトに複
数台の風力発電機（風車）を集約的に配置するウインドフ
ァームが挙げられる．集約配置によって送電線の設置コス
トを抑えることが可能な上，変圧器の共通利用や保守点検
作業の効率化によって事業の採算性を大きく高めることが
できる．このウインドファームの建設において重要となる
のが風車配置の決定である．風車は自然風の運動エネルギ
を利用して発電を行う為，風下においては大きく風速が低
下し，発電ポテンシャルの小さな領域が広がる．この領域
は風車後流と呼ばれており，後続風車との干渉が顕著な場
合，ウインドファームの総発電量及び風車寿命に悪影響を
与えることが知られている．以上の理由からウインドファ
ームにおける風車配置は集積化によるコスト削減効果と後
流域の干渉がもたらす損失を十分考慮した上で決定する必
要がある．国際電気標準会議（IEC）及び環境省が発表し
ている目安によると，風車後流域には風速の回復を見込む
ために風車直径の 10 倍の間隔を確保することが望ましいと
されている[2][3]．しかし，この設置間隔は経験に基づく指
標であり，工学的検討による説明はされていない．欧州の
洋上ウインドファームにおける計測[4]では風車直径の 10
倍程度の間隔を置いた場合においても 10%~20%程度の発電
量低下が報告されており，より正確な後流干渉の影響評価
が求められている．
以上の要求から風車後流の構造解明を目的とした計測及
び解析が世界的に進められている．特に国際エネルギー機
関（IEA）が先導する Wakebench プロジェクト[5]において
はデータの蓄積と力学的考察より，風車後流の速度分布を
予測する数値モデルの作成及び検証を進めている．
風 車 後 流 の 解 析 に は 風 洞 試 験 や Light Detection And
Ranging(LiDAR)による実風況計測，そして数値流体力学
（CFD）によるアプローチが挙げられる．計測ベースによ
る後流解析では実際の流体現象を扱えるが，計測点が離散
的となってしまう．風車後流の影響範囲を考えた場合，着
目する範囲は風車直径の数倍のスケールに及ぶ．商用風車
の直径は 100 m 以上である為[6]，風車後流の影響は km オ
ーダーとなる．このような広範囲で高解像度の計測を実施

することはほぼ不可能であり，長期間の計測による平均的
特性を評価する場合に適している．
一方で CFD による後流解析は，解析結果の検証の難しさ
はあるものの，速度や渦の空間分布を容易に取得できる為，
渦の崩壊などの後流現象の把握に適している．本研究にお
いては CFD の利点を生かし，風車への流入風の強度が変化
した場合における後流構造の変化を明らかにする．特に風
車翼から発生する渦列の運転条件のよる性質の変化と，後
流速度回復に与える影響について考察を深める．
２．手法
２．１ 数値解法
本研究では，回転翼機用の流体解析コードとして宇宙航
空研究開発機構（JAXA）にて開発された rFlow3D[7]を使
用した．rFlow3D は回転翼から発生する渦列の解像やブレ
ードの弾性変形を扱う詳細な流体構造連成解析を目的とし
て設計されたソルバである．空間 4 次精度コンパクトスキ
ームの FCMT[8]と低速域を含む広範囲のマッハ数に対応し
た全速度スキームである SLAU[9]の採用によって流れ場の
性質がスパン方向に渡って大きく変化する回転翼周りの複
雑な流れ場に対応している．
本研究での計算対象である風車とヘリコプタとの力学的
特性が似通っていることから，rFlow3D は風車性能及び後
流域の予測に拡張されており，精度の検証についても進め
られている[10][11]．
表 1. 本計算で扱う数値解法
支配方程式
空間離散化
時間積分法
非粘性流束
再構築法

Reynolds-averaged Navier-Stokes equations
Cell-vertex FVM (背景格子) /
Cell-centered FVM (ブレード格子)
4th order Runge-Kutta (背景格子)
LU-SGS implicit method(ブレード格子)
SLAU[9]
4th order Compact MUSCL TVD
interpolation[8]

乱流モデル

Spalart-Allmaras [12]

回転の再現

移動重合格子法

２．２ 解析対象
本計算では，IEA 先導のもと実施された風洞試験である
MEXICO(Model Experiments in Controlled Condition)試験[13]
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における模型風車を対象として数値解析を実施した．
MEXICO 試験においては回転トルクや空力といった基本的
な風車性能だけでなく，PIV(Particle Image Velocimetry)計測
による後流域の速度分布や渦列の移流についても詳細な検
討が実施されている．これらの計測データは CFD 解析結果
の検証に用いることが可能である．模型風車の実験条件に
ついて表 2 に示す．

条 件 に 関 し て は 翼 面 上 の 剥 離 が 考 え ら れ る 為 ， SpalartAllmaras 乱流モデル（以下 SA）を用いた解析に加え，乱流
モデルによる渦粘性を導入しない擬似 DNS（以下 QDNS）
計算を合わせて実施した．結果の考察に関しては実験値と
の比較を通して適切な結果を選ぶことにする．

表 2. MEXICO 風洞試験の試験条件[13]
3
翼枚数 [-]
風洞セクション寸法 [m3]
9.5×9.5×9.5
4.5
風車直径 D [m]
10, 15, 24
流入風速
[m/s]

図 2. 翼素に対する流入風速及び迎角

424.5

回転数 [rpm]
代表翼弦長 c (スパン 82%位置) [m]
レイノルズ数(翼弦長基準)

0.113
4~6 ×105

２．３ 計算格子
rFlow3D による解析では重合格子系による流体計算が可
能である．本解析においては，回転翼周りを解像するブレ
ード格子と全体の計算領域を規定する外側背景格子，風車
後流域の解像度を高める内側背景格子の 3 種類の格子を用
いた．計算格子の概観について図 1 に示した．遠方後流ま
での影響を確認する為，内側背景格子は風車直径の 10 倍後
方まで領域を確保した．空間の格子幅は代表翼弦長に対し
て 0.3 倍程度であり，全体の格子点数は 5000 万点程度であ
る．計算格子の情報については表 3 に示した．

Case 1
Case 2
Case 3
Case 4

表 4. 計算ケース一覧
流入風速
周速比 [-]
[m/s]
4.17
24
4.17
24
6.67
15
10
10

乱流モデル
なし
SA
SA
SA

３．結果および考察
３．１ 風車性能
風車の基本的な性能指標として，流入風から取り出せる
出力の大きさを表すパワー係数と，主流方向に発生する力
を表すスラスト係数が挙げられる．パワー係数及びスラス
ト係数の定義は式 2,3 の通りである．
(2)

(3)
ここで は風車の回転方向に発生するトルク， は回転
の角速度， は流入風方向に発生する力， は風車回転面
積である．本解析から得られた翼面上の空力分布より各係
数について算出した．

図 1. 計算格子概観

分割数
(X×Y×Z)
計算領域
最小格子幅
合計セル数

表 3. 計算格子情報
ブレー
内側背景格子
ド格子
121×121
1311×187×175
×61
10.5×1.5×1.5D
0.32 c
0.9 M
46 M

外側背景格子
151×101×101
14.5×5×5D

0.32 c
1.5 M

２．４ 計算条件
本計算においては風車における重要な運転パラメータで
ある周速比に基づいた検討を行う．周速比の定義は以下の
通りである．

(1)
ここで は風車の回転半径， は回転角速度， は流入風
速を表す．周速比の変化は風車翼に対する迎角の変化に対
応しており（図 2 参照），風車設計時では目標とする風速
に対して最適な迎角を取るように翼形状の設計が行われる．
MEXICO 風洞試験において実施された 3 つの風速条件は
それぞれ最適な迎角を取る設計周速比，迎角が大きくなる
低周速比，迎角が小さくなる高周速比の 3 つの運転条件に
対応している．今回はこの 3 条件について CFD による数値
解析を実施する．計算条件について表 4 に示す．低周速比

・パワー係数
まずパワー係数に関して議論する．MEXICO 試験による
値との比較を図 3 に示す．設計周速比（λ=6.67）と高周速
比条件（λ=10）について良好な一致を示している一方で，
低周速比条件に関しては乱流モデルを用いた SA 解と乱流
モデルを使用しない QDNS 計算の両者で実験値との乖離が
確認できる．この傾向は低周速比条件において風車翼に対
する迎角が大きくなり，剥離状態となっていることが原因
と考えられる．また，風車出力は空力の抗力成分が支配的
であることも予測を困難にする一因となっている．
・スラスト係数
続いてスラスト係数について図 4 に示す．風車の回転軸
方向に働く力であるスラスト力は主流方向の流れをせき止
める効果を持つ為，後流構造の予測にとって重要なパラメ
ータとなる．実験値及び解析結果から読み取れるように，
周速比が増大すれば，流れをせき止める効果が大きくなる
為，スラストは増大していく．本解析は全体を通して定量
的によい一致を示しており，低周速比条件に関しても，
QDNS 計算による結果は実験値とほぼ同等のスラスト力を
再現している．SA 解においては両係数とも過大評価傾向
であり，同一の傾向が田辺らの報告[10]においても確認さ
れている．
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λ=4.17 に関しても前節で議論したものと同一の傾向を示
しており，SA 解においては剥離の予測が遅れる為に空力
を大きく見積もってしまい，結果として速度欠損量が過大
評価となる．一方で数値粘性が小さい QDNS 計算におい
ては格子数の制限がある為不完全ではあるものの，より剥
離による空力低下を再現した結果となった．

図 3. パワー係数 (実験値は[13]より)

図 6. 主流方向速度(実験値は[13]より)

図 4. スラスト係数(実験値は[13]より)
３．２ 風車近傍の風速分布
風車翼の回転により，風車後流においては流入風の減速
や，遠心力による半径方向の流れが生じる．これらの速度
分布情報は，後続風車の出力低下や荷重変動を評価する上
で重要である．ここでは解析結果における流入風の減速傾
向や，外向きの流れについて検証を行う．MEXICO 風洞試
験では図 5 に示すように，風車翼スパン 80%位置に関して
主流方向に速度計測が実施されており，本解析結果につい
ても同一位置における速度分布を抽出し，主流方向速度と
半径方向速度について比較を行う．

・半径方向速度
次に，半径方向速度（Y 方向速度）の結果について図 7
に示す．値については主流方向速度と同様に， を用い
た無次元化を行っている，ここでは値の読み取りが煩雑に
なることを避ける為，実験値と本計算結果について別々に
表示した．半径方向の流れは風車翼回転による遠心力によ
って発生する流れであり，後流域の拡大に寄与するものと
考えられる．周速比増大に伴って半径方向の流れが強くな
っているのは風車回転の寄与が大きくなることに起因して
いる．風車位置（X=0）より後方の領域においては低周速
比条件において風速が大きく振動しているのに対して高周
速比条件では振動が確認されない．この傾向は実験値及び
計算結果の両方について見受けられた．この風速振動は翼
面上での非定常な空力変動の存在を示唆しているものと考
えられる．

(a) MEXICO 試験結果[13]
図 5. MEXICO 試験における速度計測位置
・主流方向速度
まず，主流方向速度（X 方向速度）について図 6 に示す．
取得した値はそれぞれのケースにおける主流風速 を用
いて無次元化した．実験値[13]はマーカーによるプロット
で，本計算の結果については線を用いて表示した．主流方
向速度は後流干渉による後続風車の発電量低下に直結する
為，正確な予測が求められる．X/D = 0 は風車位置を表し
ており，全てのケースについて大きく風速が低下している．
先に述べたように周速比増大によりスラスト係数が増大す
る為，それに伴い風速低下の割合も増大していることが確
認できる．SA 解については実験値と比較して速度欠損量
を過大評価する傾向にあるものの，迎角が比較的小さい周
速比であるλ=6.67 及びλ=10 においては，風車性能の各
係数と同様に，定量的に良い一致を示している．高迎角の

(b) 本計算による予測結果
図 7. 半径方向速度
３．３

翼端渦位置の推移
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各周速比条件における翼端渦の推移について近傍後流に
関する検証を行う．図 5 で示した MEXICO 試験での計測
平面(XY 平面)における翼端渦列に着目し，渦中心位置の
サンプリングを行うことで実験値と比較した．渦中心位置
は渦度が極大となる位置として定義した．
結果について図 8 に示す．横軸は主流方向位置，縦軸は
半径方向位置であり，X/D=0, Y/D=0.5 は翼端位置を表して
いる．実験値，計算結果両方について周速比増大に伴い半
径方向の拡大が大きくなり，渦同士の間隔が狭まる傾向が
確認できる．これらの傾向は先に議論した速度場の結果と
合致しており，妥当なものと言える．

X/D=1 より後方の領域ではどのケースにおいても翼端渦
列は安定性を失い，螺旋構造から微細な渦の塊へと崩壊す
ることで後流域全体へ拡散していく．周速比毎にその過程
の活発さは異なっている．低周速比条件では X/D=2 周辺
でも螺旋構造の渦分布が残留しているのに対し，高周速比
条件では崩壊が激しく X/D=2 周辺では完全に螺旋構造が
消失している．
更に遠方の後流域に着目すると，設計周速比において最
も渦が残留していることは興味深い．設計周速比条件にお
いて渦列の拡散が遅れた原因としては，

1.
2.

翼面上の剥離が無く，渦の発生源が局所的
渦列の間隔が十分に確保されており，渦同士の干
渉が小さいことが考えられる．

図 8. 翼端渦中心位置(実験値は[13]より)
３. ４ 検証計算まとめ
３．４
本計算によって得られた結果に関して，MEXICO 風洞試
験で得られた風車性能，速度場，渦の推移について比較を
行った．全体として定性的な一致が得られている．定量的
評価に関しては不確かさが残る箇所も見受けられたものの，
周速比による変化傾向を確認する上では十分な予測精度で
あると言える．低周速比条件（λ=4.17）に関しては剥離
を伴う為，定量的な評価について課題が残る．今回 SA 乱
流モデルを用いたものと乱流モデルを使用しない QDNS
計算の 2 ケースを実施したが，スラスト係数と速度場の観
点から QDNS 計算においてより再現度が高いと判断した．
これ以降の議論においては低周速比条件については QDNS
計算の結果を用いて考察を行う．
４．風車後流解析
ここからは風車後流に着目した解析を行う．風車後流にお
ける主要な乱れである翼端渦に着目し，発生から崩壊まで
の過程について周速比毎の傾向を確認する．速度回復の傾
向と照らし合わせ，速度場全体への寄与を確認する．
４．１ 翼端渦の挙動
・後流域全体の渦分布
翼端渦の発生から崩壊までの過程について全体の傾向を
捉える為，渦度等値面の可視化を行った．各周速比の等値
面について図 9 に示す．
まず，X/D=0~1 に掛けての風車近傍の後流域について着
目すると，各ケースについて螺旋構造の翼端渦が確認でき
る．設計周速比であるλ=6.67 については空力性能が十分
に発揮されている為，翼中腹部での乱れが少なく，安定し
た翼端渦列が形成されている．一方で低周速比条件である
λ=4.17 では螺旋構造は確認できるものの，翼面上の大剥
離により，翼中腹部も渦の発生源となっている．中腹部が
渦源となることによって翼端渦の強度は低下し，より不安
定な渦列となっていると考えられる．高周速比条件(λ
=10)においては，迎角が小さく剥離が生じる運転条件では
ないが，翼端渦の螺旋構造の消失は比較的早い．これは図
8 でも示したように翼端渦同士の間隔が狭く，渦列間の干
渉が活発なためだと考えられる．

図 9. 渦度等値面
・翼端渦の強度
後流域における渦列の安定性について渦列間隔と翼面上
の剥離の有無の観点から述べたが，翼端渦の強度も当然そ
の安定性に関わると考えられる．従ってここでは各周速比
条件における翼端渦の強度について考察する．
渦の強さの指標としては速度場の回転である渦度が考え
られるが，渦度は速度の空間微分を取った値である為，
CFD による解析では格子解像度の影響を大きく受けてしま
う．そこで，渦度の積分量である循環で渦強度を評価する
ことを考える．積分量で評価することにより，格子解像度
による影響を比較的抑えることが可能である[14]．
循環量 C の算出手順について説明する．一般的な定義と
して，循環は閉曲線に沿って速度ベクトル の接線方向成
分を周回積分したものであり，閉曲線の微小長さを とす
ると，

(4)
と表せる．これをストークスの定理より面積分へと変換し，
離散化すれば以下の式が得られる．

(5)
ここで， は渦度， は閉曲線の面積である．これを
CFD による計算結果に適用する．図 10 に CFD 上の渦度分
布の例を示した．翼端渦列を計算格子に沿って領域分割し，
式 5 に従って足し合わせることで循環量を算出した．
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図 10. 循環の算出
算出した翼端渦の循環量を図 11 に示す．循環の値につ
いては流入風速 と代表翼弦長 c を用いて無次元化した．
結果として CFD では各ケースに関して同程度の循環量が
得られた．これは本計算における周速比毎の渦崩壊過程の
変化に関して，渦強度による寄与が小さいことを表してい
る．低周速比条件でわずかに循環量が低下しているが，こ
れはスパン中腹部での剥離により，渦発生のもととなる空
力が十分に発揮されていないためであると考えられる．
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・2 次元速度プロファイルによる考察
続いて，各後流位置の速度欠損についてより定量的に評
価を行う為，速度プロファイルの確認を実施する．本計算
においては一様流を流入風として計算している為，後流速
度分布及び翼端渦の分布はほぼ回転軸対称の分布となって
いる．従って速度場の特徴は各半径位置に関するプロファ
イルで整理することができる．各半径位置における速度を
取得する為，後流断面において円周方向の平均を取ること
で風速の平均値
を算出（式 6）し，各半径位置での風
速とした．平均値の算出に関するサンプリング位置につい
て図 13 に示す．半径を固定し，円周方向に対してサンプ
リングを行うことで平均値を求めた．

(6)
ここで，N はサンプリング点数であり，N=100 とした．

図 13. 主流方向速度平均値の算出

図 11. 翼端渦の循環量(実験値は[13]より)
４．２ 後流速度回復への寄与
翼端渦の発生及び崩壊までの過程は後流域の攪拌に寄与
する為，後流の速度回復とは密接な関係にある．ここでは
各周速比条件における後流域の速度欠損量に着目し，先述
の翼端渦挙動との関連について考察する．
・速度場の可視化
風車位置から遠方後流の X/D=10 までの速度コンターを
図 12 に示す．それぞれの流入風速で無次元化して表示し
ており，赤色は風速の高い領域を，青色は風速の低い領域
を表している．周速比の上昇に従い速度欠損量は大きくな
り，後流域の拡大が進んでいることが読み取れる．この結
果は 3 章で議論した主流方向速度及び半径方向速度の傾向
と合致している．しかし，遠方の後流（X/D = 5 以降）に
着目すると，周速比と速度欠損量の関係が近傍後流と逆転
しており，高周速比条件において，速度回復がより顕著で
あることがわかる．

図 12. 主流方向速度コンター

算出した風速分布について，図 14 に示す．縦軸は半径
位置であり，r/D = -0.5~0.5 が風車位置を表している．横軸
は平均化によって算出した風速であり，流入風速 で無
次元化して表示した．速度コンターで確認した通り，周速
比増大に伴って近傍後流で速度欠損が増大している．
翼端渦の分布が風車後流外側に集中している X/D=1 にお
いては，全ての周速比について，外側の流れに対して急峻
な速度差が現れている．この外部流との速度差は翼端渦の
回転に起因するものとして理解することができる．
次に X/D=2 との差分に着目すると，低周速比条件（λ
=4.17）については外部流との速度差がほぼ変化していない
のに対し，高周速比条件（λ=10）では速度勾配が緩やか
なものへと推移している．この位置における翼端渦の分布
を参照すると，低周速比条件では螺旋構造が残留しており，
高周速比条件では渦列が大規模に崩壊し，消失が進む領域
であった．これは外部流との速度差の消失と，翼端渦の消
失が対応関係にあることを示唆している．
速度欠損の形状に着目すると，全ての周速比について近
傍後流ではスパン中腹部に極小値を持つ 2 山形状，遠方後
流では回転中心に極小値を持つガウス分布に類似した 1 山
形状へ推移していることが分かる．これらの速度分布の特
徴について考えてみると，2 山形状においては 1 山形状と
比べて「速度差」の分布が非常に局所的な速度分布である
といえる．今，速度差を渦強さの指標であると捉えた時，
2 山形状の速度分布においては翼端及び翼根周辺にしか渦
が存在しないことを意味する．一方で回転中心に極小値を
持つ 1 山形状の速度分布においてはスパン全体に渡ってな
だらかな速度勾配が存在する分布であり，後流域を大規模
に攪拌するような渦が存在していないことを意味する．
このような観点で各周速比の速度欠損を確認してみると，
低周速比及び高周速比条件については少なくとも X/D=5
までには 1 山形状の速度分布へ推移しているのに対し，設
計周速比においては X/D=5 においても 2 山形状が保持さ
れている．これは図 9 に示した渦度等値面の結果と合致し
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ており，翼端渦列の崩壊位置が下流に推移すると、それに
伴い速度回復の進行も遅れてしまうこと示唆している．

代表的な渦が翼端周辺にのみ存在することになる．
これは後流速度分布に局所性を与え，流れ場の平
滑化が遅れる要因となる．
以上の結果は周速比を適切に選択することによって後流性
状を制御できる可能性を表しており，将来的に周速比をパ
ラメータとした風車制御の開発や風車設計時の設計周速比
をどのように選ぶかという検討に応用できる．今後はより
実風況に近い検討を行う為，大気が持つ風速の変動や，風
車翼の弾性変形などを考慮した解析へと拡張させていく予
定である．

(a) λ= 4.17

(b) λ= 6.67

(c) λ= 10
図 14. 後流速度プロファイル
５．結言
MEXICO 模型風車を対象とし，回転速度と流入風速の比
である周速比をパラメータとした風車後流解析を実施した．
風車後流を特徴づける翼端渦に着目し，発生から崩壊まで
の過程と速度回復に対する影響について考察を実施した．
得られた知見について以下に記す．

(1)

風車後流における翼端渦列は，剥離が生じず，渦
列の干渉が小さい設計周速比条件において遠方ま
で残留しやすい．

(2)

周速比の変更により，渦発生源の局所性及び渦列
同士の間隔の調整が可能である．低周速比条件に
おいては翼面の剥離に伴い渦の発生源が増え，高
周速比条件においては渦の放出周期が短くなる為
渦列間隔が狭まる．

(3)

後流において翼端渦が支配的な渦塊である場合，
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堅牢かつ高速な化学反応積分法の提案
嶋英志，森井雄飛
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

Proposal of a Robust and Fast Integration Method for Chemical Kinetics
by
Eiji SHIMA and Yuuhi MORII

ABSTRACT
Analysis of detailed chemical reactions of combustion sometimes requires the handling of hundreds to thousands of
chemical species, and often involves very fast reactions. In the calculation combining CFD and such a chemical reaction,
most of the total calculation time is occupied by chemical reaction calculation. In this paper, we propose a new method
using a simple implicit method and time step decision method. Although this method requires inner iteration, it fulfills
high speed and conservation law completely. We will show the formulation of the new scheme, then its effectiveness and
accuracy will be shown using 0-D premixed ignition and 1-D laminar flame.
なり小さくなることがあるので，ルンゲクッタ法などの
1.

はじめに

従来の陽解法の適用は困難である．

高効率・低公害燃焼器の開発や新燃料の設計において，

この問題を克服するために，化学反応の ODE を解く

燃焼現象を正確に予測するために，詳細な化学反応メカ

ための堅牢な Jacobian-free 積分法が提案されている．

ニズムを用いた数値シミュレーションの要求が高まっ

よく知られている CHEMEQ29)は，予測子-修正子法と

ている．現在，詳細な化学反応メカニズムのための化学

準定常近似（QSSA）を組み合わせて堅牢な手法を構築

反応自動生成ツールが用意 1,2)されており，0 次元（0-D）

し，いくつかの反応性 CFD 解析で成功を収めている．

予混合着火や一次元（1-D）層流火炎の数値シミュレー

Gou ら

ションを容易に行うことができる．しかしながら，この

にダイナミックマルチタイムスケール（MTS）法とハ

ような数値シミュレーションによって得られる情報に

イブリッド MTS（HMTS）法の両方を採用した陽的積

は限界があり，詳細な反応メカニズムを用いた多次元

分法を開発した． MTS や HMTS を VODE と比較する

CFD 解析は，燃焼現象における化学反応と流体力学の

と，結果は正確で，計算コストを削減できることが示さ

3-7)や産業界での利用が

れた．しかし，CHEMEQ2 や MTS は硬直な条件では，

相互作用を理解するための研究

14)は収束速度を向上させるために

CHEMEQ2

11)．更に，

広がりつつある．しかし，最新の計算資源でも計算コス

あまり堅牢ではないことが報告されている

トは非常に高い．計算コストの大部分は，大規模詳細反

MTS は各時間ステップで化学種のグループ分けのため

応の常微分方程式（ODE）を解く際に発生する．

の計算コストを要する．

8)などの陰

最近 Morii らは迅速かつ堅牢な Jacobian-free 積分法

解法が広く用いられている．これらの方法は，特に硬直

ERENA12)を提案し，多くの化学種と硬直な化学反応速

系を扱うために開発され，大きな時間刻みでも堅牢で高

度を持つ系でより高速で，より堅牢であることを示した．

速である．しかし，圧縮性 CFD 解析では，音速による

一方，ERENA では全質量は保存されるが，各原子の質

CFL 条件のため，時間刻みは一般に小さい値（例えば，

量は保存しない．修正は可能だが，この変更は計算コス

1×10-8s

トを増加させ，ERENA の利点を失う可能性がある．各

このような問題を解決するために，VODE

以下）に制限される．このような場合，陰解法

では，主な計算コストは Jacobian 行列生成と LU 分解
にある．これは，化学種が増加すると顕著になる．

原子質量非保存は，既存の陽解法の弱点の 1 つである．
本論では，原子質量保存を満足，また内部反復中に質

一方，Jacobian-free 積分法，すなわち行列演算のな

量分率の正値性も保証される， Jacobian-free 陰解法を

い方法は，計算コスト削減のため大きな注目を集めてい

示す．本法は内部反復を必要とするが，計算コストが小

る． 前に述べたように，圧縮性 CFD 解析の時間刻みは

さく，大きな時間ステップで堅牢である．定式化を示し

非常に小さい値に制限されている．したがって，この場

たのち，予混合着火問題や層流燃焼問題により精度・計

合には硬直性は緩やかになる．それでも，最小化学特性

算コストを既存の時間積分法と比較することで，その特

時間は，圧縮性 CFD から要求される時間刻みよりもか

徴を示す．
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2.

化学反応の常微分方程式

係数が定数の場合には，次の解析解が得られる．

N化学種の化学反応方程式は，質量分率yiについて，
次のように書ける．

dy i
y

i 
ci  i , i 
[1, N ]
dt
Ti

(1)

種の質量分率と温度の非線形関数である．また，次の制
約条件がある．
N

i 1

i

(2)

1

(3)

i 1

i

ここで右辺第一項の上付きはべき乗を示す．収束条件は

2Tt
 1 

 1     1   

T
t


t T



(14)

したがって，Δtの選択に関わらず，τが式(14)を満たせば
場合，化学種ごとに異なるτを用いることが可能である．
4.

また，ωiは常に下記を満たす．



(13)

収束し，収束解として陰解法が実現される．システムの

0  yi  1
N






1


下記のように書ける．

ci,Ti>0は，生成率と（消滅）特性時間にあたり，各化学

y



zk  k  z0 


1



(4)

0

PTS での正値性を維持できる時間積分法
Newton反復の途中に質量分率が負になると生成率等

が異常な値となり計算の破綻を招く．そこで，任意の
T,c,zn>0についてのzk+1の正値性維持を考える．式(10-12)

3.

より十分条件は下記で表せる．

陰解法に対する疑似時間法の導入
c,T>0が定数の次の線型方程式を考える．

dz
z
c  
T
dt

(5)

次の陽解法では安定性条件は式(7)で与えられる．．


zn 
z
z   c  t

T 


(6)

0  t  2T

(7)

n 1

n

1 

1     0
T

t

1 1

0
t
T

(15)
(16)

θ≠1の時，式(16)は次と等価である，

t 

T
1

(17)

したがって，θ≠1の時，任意のc,zn>0について正値性の

したがって，陽解法では，時間刻みを特性時間程度に抑

保証には，陽解法の安定性条件と同様に化学特性時間と

える必要があり，全素反応の最小の特性時間に制限され

同程度にΔtを制限する必要がある． そこで，Δtによら

るので，時間刻みが極めて小さく制限される．そこで，

ず正値性維持できるθ=1のEuler陰解法を選択する．

安定性限界に左右されない陰解法として，次のようなワ

この場合，式(9)は次のように書ける．

ンパラメータファミリを考える．

z

n 1

n

z
  n1  1    n  0
t





(8)

これの解法として，1ステップ分の時間発展を人工時
間τの時間発展の収束解として求める疑似時間法（PTS
：Pseudo Time Step Method）を考える．

z k 1  z k


z

k 1


 zk  zn

  k  1    n   0
t

(9)



 zk  zn


  k  1    n 
z  
 t




zn 
 1 1 

z k 1 1      z k   c  
 T t 

 t 

式(18)より，正値性を維持するτの条件は次で与えられる．

T t
1 1 
1     0   

T
t
T
 t



保証される．正値性を維持する最大のτを用いた場合，
式(18)は次のように整理できる．

z k 1 

式(9)は，次のように整理できる．


  1 
 1     

 T t  

  1 1  n
  c   

z 
T  
  t

(10)
(11)

(12)

(19)

式(14)との比較により，正値性維持の場合には安定性も

k


z k 1 z k  

(18)

zn 
T t 
c  
T  t  t 

(20)

線形の場合，式(20)は1ステップで収束解を与える．
化学反応方程式の各化学種について書く．

yi

k 1



k
n
Ti t  k yi 

c


i
k
t 
Ti  t 

(21)

なお非線形性を考慮しても正値性維持は明らかである．
非線形の場合の安定性のため，τを制限する，
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 ik 

 Ti k  t

(22)

k

Ti   t

0   1
このλを導入すると，漸化式は次のように表わせる．

1    yi  
yi

k 1

k

数値実験の結果 

k
n
Ti t  k yi 


c

i
k
t 
Ti  t 

(23)

 0.5 であれば幅広い条件で安定で

ある．収束すると下記の関係が成立する．
n 1

n


yi
yi  ti

n 1

(24)

y
i 1

i

N

N


 yi t  i

n 1

n

i 1

n 1

i 1

N

つまり，Euler陽解法の誤差と見えたものが，逆にQSSA
の保存則の誤差となっている．この矛盾は，方程式の非
線形性に起因し，

N

 Error
i 1

E Q

は非線形性の指標とみな

せる．そこで，ERENAでは下記を満たすように試行錯
誤的な反復計算でΔtを決定する．
N

 Error
i 1

E Q

(31)

 10 8

5.2 新しい時間刻みの決定法
Euler陰解法においても，ERENAと同じ方法を使うこ

したがって，下記のように保存則も成立する．
N
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1 (25)
 yi 
n

i 1

ともできるが，式(31)を満たすΔtを求めるのに，試行錯
誤的な方法しかないという問題がある．この原因の大き
なものは，QSSAにおける指数関数の利用である．そこ

5.

時間刻みの決定法

で，QSSAに変えて，Euler陰解法の利用を考える．Euler

効率的な計算実施には特性時間を大きく超える Δt の
利用が必須である．線形の場合には Euler 陰解法は無条
件安定であるが化学反応などの非線形方程式の場合に
は，精度・安定性の観点から Δt を制限する必要がある．
そこで本節では，安定性と効率を両立する時間刻み決定

陰解法は式(26,27)と同様の形式で次のように書ける．

yi

n 1

n

 yi 

Implicit

n

 y i   Implicit  i

Ti t
i n
Ti  t

(32)

n

式(26)と式(32)の差を次であらわす．

法を考察する．
5.1 ERENA 法での時間刻み選択法
ERENA法の場合には，時間刻みを下記の手順で決定

ErrorE  I   Explicit   Implicit  i 
n

する．式(1)のEuler陽解法は次のように書ける．

したがって，保存則のエラーは次のようにあらわされる．

 n yn
n 1
n
yi 
y i   ci  i n  t
Explicit
Ti 

n

n

n

 y i   i t  y i   Explicit  i

(26)

n

n 1

y

i

n



(27)


 t   n
n
n
 y i  Ti 1  exp    i  y i   QSS  i
T
i



n

式(26)と式(27)の差は，下記であらわされる．
(28)

n

係数が定数であれば，QSSAは厳密解を表すので，式(28)
はEuler陽解法の誤差を示す．
一方，質量保存を考えると，Euler陽解法は質量保存を
N

y

i

n 1

Expicit

(29)

1

N

i 1

N

Implicit

1 
 ErrorE  I

i

n 1
QSS

N

i 1

N



  yi

n 1

 1   ErrorE  Q  1
i 1

Explicit

(34)

i 1

N

N

i 1

i 1

 ErrorE  Q



(30)



そこで，次の制約でΔtを決定する．
n

max  Error   
i 1

(35)

E I

化学種”i“について，式(35)を書くと；
n

y
t 2
t 2
n
ci  i   i  
Ti  t
Ti
Ti  t

(36)

したがって，Δtに関する条件は次のように書ける．
n

4 i Ti 
 
0  t 
1 1
n 
 
2 i 

(37)



ここで，b=1/Tを用いて式(36,37)を書き直すと，

bi t 2
i n  
1  bi t

一方，QSSAでは，

y

n 1



満たす．

i 1

i

  Error E  I  N max  Error E  I

 t 
 ciTi exp     ci Ti
 Ti 

Error E Q   Explicit   QSS  i

N

y
i 1

一方， QSSA11)は次で書ける．

y i
QSS

t 2
 i n (33)
Ti  t



(38)

n
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0  t 
1
1




n
bi 
2 i 


(39)
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したがって，零割回避を含めて，実際の計算手順は次の

着火が早いことが分かる． ERENAは設定した閾値（式

ように書ける．

(37)）において，着火遅れ時間が大幅に遅れている．こ
れは，閾値を小さくすれば回避可能な問題ではあるが，

t tinitial

閾値を小さくすると，解析コストが大幅に増大するため，

DO i=1,N

CFD解析での利用を考えると現実的ではない．さらに，
図3から水素燃料の場合にはVODEがP3COやERENAに

2
IF( bi t  n   )THEN
i

比べて高速であることが分かる．これは化学種数が少な

1  bi t


t


n
2 i

く，VODEで必要なJacobian生成に関連する負荷が小さ
n

4 i 

1
1




bi 




(40)

ENDIF
ENDDO

く，一方，強い硬直性のためERENAやP3COで必要な反
復計算負荷が大きいためである．よって，P3CO及び
ERENAは水素燃料を用いた硬直性の強い条件では
VODEに比べて利得がなく，高圧酸水素の条件では
VODEが有利なことが分かる．

数値実験の結果，ε=10-3で，幅広い条件で安定に計算可
能である．式(23)に，この時間刻み決定法を組み合わせ
た手法を，P3CO(Positivity Preserving Pseudo Time Step
Method for Chemical Reaction’s Ordinary Differential
Equation)と呼ぶ．
6.

計算例
本節では，硬直性の強い条件下における予混合着火解

析及び一次元数値流体解析に各々の積分法を組み込ん
だ一次元層流燃焼解析を実施し，P3COの精度及び解析

Fig. 1. Temperature history of H2/O2 case.

速度をVODE及びERENAと比較することで検証した．ま
た，本節で利用する詳細化学反応モデルは水素燃料に
UT-JAXA13)モデルを用い，炭化水素燃料にKUCRS1)を用
いて作成したモデルを使用した．表1にそれぞれの化学
種数・素反応数を示す．
Tab 1. Summary of detailed chemical kinetic models.
No. of Species
No. of reactions
H2/O2
11
34
CH4/O2
68
334
nC7H16/ O2
373
1071
6.1 予混合着火解析
P3COがERENAよりも高効率となると予測される硬

Fig. 2. Temperature history of CH4/O2 case.
次にCH4/O2の結果を検証する．図2から，P3CO及び

直性の強い条件である高圧かつ酸化剤をO2とした０次

ERENAはVODEと良く一致することが分かる．また，図

元予混合着火解析を実施し，結果をVODE及びERENA

4から，P3COとERENAはVODEに比べて着火領域近傍の

と比較する．解析条件は内部エネルギー・体積一定，初

最も硬直性が強い時間を除き，大幅に解析負荷を低減さ

期圧力1 MPa，初期温度1300 Kで，当量比1のH2/O2,

せることができることが分かる．

CH4/O2の予混合着火解析を実施した．時間積分法として，

最後にERENAとP3COのVODEに対する高速化率を表

VODEとERENA及び本研究で開発したP3COを選択し，

2に示す．高速化率の定義は，VODEの解析負荷をERENA

時間刻み幅は10-7 sとした．

およびP3COの解析負荷でそれぞれ除したものとした．

図1, 2にH2/O2, CH4/O2を用いた着火解析の結果を，図

つまり，1より大きければVODEより高速である．

3, 4に１ステップあたりの解析時間比の履歴をそれぞれ

硬直性の強い条件下で水素燃料を用いた解析を実施す

示している．ここで，解析時間比は，それぞれの１ステ

る場合，ERENA及びP3COはVODEよりも解析負荷が大

ップ当たりの解析時間をVODEの１ステップ当たりの

きい．しかし，大きな化学種数を持つメタン燃料のケー

最大解析時間で除したものである．

スではERENAとP3COは硬直性の強い条件下でもVODE

図1のH2/O2の結果から，ERENAは着火が遅れ，P3COは

よりも高速であることが分かる．また，燃料に関係なく
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P3COはERENAよりも高速である．

77

図5から，P3COの結果はERENAよりもVODEとの誤差が大
きくなっている．この理由は水素燃料を用いた0次元着火
問題におけるP3COの結果で精度がERENAよりも下がって
いる原因と同じであると考えられる．
また，nC7H16/Airの結果では，P3COはERENAよりも
VODEと良く一致している．ERENAが一致しない理由は保
存性や誤差の蓄積に起因するものであると考えられる．
Laminar Flame Velocity [cm/s]

192

Fig. 3. CPU time ratio history of H2/O2 case.

VODE

191

ERENA

P3CO

190
189
188
187
186
185
184
183
182
0.00E+00

5.00E-04

1.00E-03

1.50E-03

2.00E-03

Time [s]

Laminar Flame Velocity [cm/s]

Fig. 5. Laminar flame velocity history of H2/O2 case.

Fig. 4. Temperature history of CH4/O2 case.
Tab. 2. Accelerate ration of CPU cost.
ERENA
H2/O2
0.37
CH4/O2
2.44

P3CO
0.48
3.30

VODE

39

ERENA

P3CO

37
35
33
31
29
27
25
0.00E+00

5.00E-04

1.00E-03

1.50E-03

2.00E-03

2.50E-03

Time [s]

6.2 一次元層流燃焼速度
次に，P3COをCFD解析へ組み込んだ性能・精度を調査
する．ただし，本解析はP3COをCFDコードに組み込んで
も問題がないことの確認するための簡易解析であり，硬直
性の強い条件ではない．
支配方程式として一次元圧縮性Navier-Stokes方程式を用

Fig. 6. Laminar flame velocity history of CH4/O2 case.
Tab. 3. Accelerate ration of CPU cost.
ERENA
H2/Air
1.15
nC7H16/Air
125

P3CO
1.19
44

いた．数値解析手法として，化学反応による解の硬直性を

最後にERENAとP3COのVODEに対する高速化率を表

避けるために，流体と化学反応方程式を分離してそれぞれ

3に示す．硬直性の強い条件では無いため水素燃料の条

を時間進行させる分離型解法を用いている．数値流束を

件でもERENA及びP3COはVODEよりも高速であること

HLLC14)により評価し，minmod limiterを用いたMUSCL15)

が分かる．また，化学種数の大きな条件ではERENA及

で高次精度化を実施した．時間発展は3次精度TVD

びP3COを利用すればVODEに比べて大幅に解析負荷を

Runge-Kutta16)を用いた．また，化学反応方程式の時間積分

下げることが可能となる．また，水素燃料の条件では

方には比較のためVODE, ERENA, P3CO法を用いた．解析

ERENAよりもP3COが高速である．以上の結果より，化

は初めにNASA-CEAプログラム17)で既燃状態を計算領域
右側に，計算領域左側に未燃ガスを配置した条件で解析を

学種が少ないケースや硬直性の強い条件下ではP3COは
ERENAに比べて優位であることが示すことができた．

はじめ，左の境界から一定速度の未燃ガスが流入する条件
で実施した．解析条件は，0.1 MPa，300 Kの条件で，当量
比１のH2/AirとnC7H16/Airの予混合気を用いた．
H2/Airの層流燃焼速度の履歴を図5に，nC7H16/Airの履歴
を図6に示す．P3COの結果はVODE, ERENAの結果に良く
一致していることが分かる．したがって，P3COをCFD解

7.

P3CO の誤差要因分析
図1に示されるように，H2/O2反応において P3CO の着

火遅れは VODE と一致しない．また図5に示されるよう
に ， H2/O2 反 応 に お い て 層 流 燃 焼 速 度 が P3CO と
VODE/ERENA に不一致が見られる．この原因を調べる

析に組み込んでも問題なく計算可能であることが分かる．
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ために H2/O2反応の0次元計算を用いて時間精度を確認

一方，硬直性の高くない一次元層流燃焼においては，
いずれのケースでも VODE よりは高速であったが，

する．
図7に（外側）時間刻みを10-9s から10-7s まで変化させ
たときの P3CO の結果を VODE と比較する．この場合，
着火遅れ時間は10

-6s

ERENA との比較では，H2/Air でほぼ同等，nC7H16/Air
では1/3程度の速度にとどまった．

程度であるが，P3CO で VODE と同

様の着火遅れ時間を再現するには10-8s 以下の時間刻み

また，いずれのケースでもの H2の燃焼のケースでは
VODE，ERENA の計算結果と一致しなかった．

を要することが分かる．一方，計算コストに関して

硬直な多化学種系での高速性・安定性という P3CO の

dt=10-7の VODE の計算時間を基準として両者の比較を

当初の目的は実現されている．一方，新しい時間刻み決

表4に示す．時間刻みが10-8s 以下であれば，P3CO は

定法は，安定な時間刻みの上限を示す点では成功してい

VODE よりも高速で精度とコストを両立させることが

るが，十分な時間精度を得るには，更なる改良が必要で

できる．

ある．

P3CO は安定性のために Euler 陰解法を用いているた
め時間一次精度であり，着火などの現象に比べ1/10より
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エンジン筒内流動解析における格子細分化法の適用
松尾裕一*1，南部太介*1, 溝渕泰寛*1，桑原匠史*2, 桐原亮平*2, 中森一郎*2
*1 宇宙航空研究開発機構航空技術部門，*2 アドバンスソフト

Application of an adaptive mesh refinement method to the analysis of flow inside
an engine cylinder
by
Yuichi Matsuo, Taisuke Nambu, Yasuhiro Mizobuchi, Takuhito Kuwabara, Ryohei Kirihara, and Ichiro Nakamori
ABSTRACT
This paper describes the application of an adaptive mesh refinement method based on the block-based adaptation to the analysis of flow
inside an engine cylinder. The suitability of the present AMR methodology, particularly of the time integration method and the effect of AMR
to the computational results is shown. By comparing the results obtained using 1mm uniform mesh, 0.5mm uniform mesh, AMR mesh, we
find the present block-based AMR method is effective for the high resolution of the flow analysis in the engine cylinder.

１．はじめに
筆者らは3年前からレシプロエンジン内の熱流動を解
析対象とした新たなCFDソルバ「HINOCA」の研究開発
を進めている[1-5]．本ソルバは，LESをベースとすると
ともに，流れの圧縮性を考慮したものとなっている．エ
ンジンサイクル中にシリンダーとピストンが大きく可動
するレシプロエンジンの解析において，格子生成のコス
トと質の確保は大きな課題となるが，本ソルバでは，直
交格子法とImmersed boundary (IB)法を採用し，格子作成
に関わるコストを最小限にしている．
しかし，一様な直交格子を使う場合，バルブやプラグ
の形状を正確に表現したり，壁近傍の境界層を精度よく
捉えるためには，格子サイズを 0.1mm 以下程度にかなり
細かくする必要があり，一様格子全体を細かくすると格
子点数の著しい増大，計算時間の増加を招く．一方，シ
リンダー中心部付近の流れの解像には，そこまで細かい
格子は必要ない（0.5mm 程度で良い）ため，解像度が必
要な部分だけ格子を細かくすることができれば，計算リ
ソースや計算時間の節約につながる．
こうした場合に，近年，解適合格子細分化法
（Adaptive Mesh Refinement; AMR）と呼ばれる方法が注
目されている．AMR は，必要な領域に対してのみ格子
を細分化する方法である．解適合法は一般に，r-, h-, pの 3 種類の方法に分類される．r 法（r-refinement）は，
格子点を移動させる方法，h 法（h-refinement）は，AMR
の よ う に 格 子 を 局 所 的 に 細 分 化 す る 方 法 ，p 法 （prefinement または p-enrichment）は，局所的にスキームの
精度を高くする方法を指す．h 法と p 法を組み合わせて
hp-adaptation として使われることもある[6]．h や p は，h
を格子間隔，p を空間精度とすると，打ち切り誤差は
���� � と表されることに由来する．著者らはこれまで，
構造格子を用いた LES 解析において，格子点を有効利用
するとともに，格子点を必要な場所に動的に集中させる
ことを視野に，ブロック AMR 法を用いた並列流体解析
コードを開発してきた[7]．八分木のブロック化アルゴ
リズムに基づき，MPI 並列化及びマルチブロックへの適
用やメモリの削減などの実応用に向けた改善に取り組ん
できた[8][9]．
本稿では，HINOCAの流動解析部に対して，従来開発
してきたブロックAMR法を適用し，AMRの方法論の適
切性（特に時間積分法）や，AMR適用の計算妥当性に
与える影響を調べた結果を報告する．

２．格子細分化法の適用
格子細分化（AMR）法の手法は大きく２つに分類さ
れる．一つは，セル単位で細分化を行う手法, もう一つ
は，ある程度のセルをまとめたブロック単位で細分化
を行う手法である（図1）. 今回のAMR法の適用におい
ては, ベースとなるHINOCAソルバとの親和性を考慮に
入れ, 後者のブロック単位で細分化を行う方法を採用し
た．HINOCAの並列計算手法は, 前処理において, 全計
算領域を格子点数の等しいブロックに分割し, 各演算プ
ロセスに１ブロックを割り当てる並列処理を行うため,
既にブロック単位で領域分割が施されている. ここで生
成されたブロックを単位として, AMR法によりさらに細
分化を行えば, HINOCAソースコードの変更をできるだ
け抑えながらAMR法を組み込む事が可能である. また，
今回導入したAMR法は, 数値計算を実施する前にあらか
じめ細分化領域を選定し細分化を実施する「静的」手
法のため, 細分化処理についても前処理を行い, 隣接ブ
ロックの通信情報テーブルを作成した後に計算を行う
ことが可能である. 細分化は, １つのブロックを8分割
し，細分化ブロックを生成する八分木法を用い, ブロッ
ク間の親子関係や隣接情報は木構造を用いて管理を行
う. 図2, 3は, ２次元に簡略化した場合のブロック分割と
それに対応する木構造を示している. この木構造を元に,
各ブロックにおける隣接ブロックと親ブロック情報を
作成し前処理時に保存しておく.
時間積分については, 2種類の手法の導入を検討した.
１つ目は, 細かい格子のブロックにおける流体計算を実
行する場合の時間刻み��の値を, 粗い格子のブロック上
で計算する場合の1/2の値で計算するadaptive time stepを
採用する方法であり, ２つ目は,細かい格子のブロック,
粗い格子のブロックで共通の��を用いて計算する
synchronous time step法である．図4にadaptive time step
における各細分化レベルの時間積分の概念図を, 図5に
synchronous time stepにおける概念図をそれぞれ示す.
adaptive time stepでは, 粗い格子は細かい格子の２倍の
時間刻みで時間積分を行うため, 各々の細分化レベルの
ブロックにおいて適正な時間積分で計算が進行し, 計算
時間に無駄が生じない. 一方, synchronous time stepでは,
細かい格子と粗い格子で同じ時間刻みを使用するため,
細かい格子で決定される時間刻みを全体の時間刻みと
して採用した場合には, 時間計算のステップがadaptive
time stepより嵩んでしまうという欠点がある.
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AMR法を導入するにあたり, 粗い格子のブロックと細
かい格子のブロックが接する箇所等においては補間が
必要となる. 粗いセルから細かいセルへの補間について
は, 以下に示すスロープ・リミター付の線型補間を用い
ている.
�
�
���� ∙ ���,�,�
� ��,�,�
(1)
��,�,� � ��,�,� � ��
�
セルベースAMR

ブロックベースAMR

図1 AMR法の2つのタイプ

0.5�sign�∆�� � � sign�∆�� �� min�|∆�� |, �∆�� ��

�
�
�
�
����
�� � �0.5�sign�∆� � � sign�∆� �� min��∆� �, �∆� ���

∆�� � ����,�,� � ��,�,� ∆�� � ��,�,� � ����,�,�
∆�� � ��,���,� � ��,�,� ∆�� � ��,�,� � ��,���,�
∆�� � ��,�,��� � ��,�,� ∆�� � ��,�,� � ��,�,���

図2 ブロック分割の例

(2)

�
�
�
�
� 0.5�sign�∆� � � sign�∆� �� min�|∆� |, �∆� �� �

(3)

また, 細かいセルから粗いセルへの補間については,体積
平均を用いて補間を行うこととする. ここで, ��,�,� と
��,�,� は，細かいセルの中心と粗いセルの中心の位置ベ
クトルを示している.
さらに, ベースとなるプログラムHINOCAは,
Immersed Boundary(IB)法を用いて計算領域中の物体壁
を扱うため, 粗い格子と細かい格子のブロックを跨いで
物体壁が存在する場合には, 先に述べた補間を行った後
に，IB法による処理を行う必要がある. 図6は, 同じ領域
における, IB法による参照点を含むセル（灰色セル）と
参照点の情報を用いて壁関数が適用されるセル（矢印
の先の青色セル）の位置関係を，粗い格子レベルと細
かい格子レベルについて示している.
粗い格子レベルから細かい格子レベルへの補間時の
IB境界の適用は, 粗い格子レベルにおいてIB法を用いた
境界条件を適用後, 粗いセルから細かいセルへの補間を
行い, 再度細かい格子レベルにおいてIB法を用いた境界
条件の適用を行う. 一方, 細かい格子レベルから粗い格
子レベルへの補間時のIB境界の適用は, 逆の手順となる.

図3 図2のブロック分割で得られる木構造

図6 各細分化レベルにおけるIB境界の概略

図4 adaptive time stepにおける時間積分

図5 synchronous time stepにおける時間積分

３．計算条件
図7に示すエンジン筒内部の流動計算において，通常
の等間隔格子を用いた計算と, 細分化を適用した格子を
用いた計算の比較を行った. 初期条件は, 圧力 � �
�.0���5��0� Pa, 温度 � � ���.�5�を与え, ピストンのク
ランク角=0度からクランク角刻み一定で計算を開始す
る. 計算で用いる境界条件については表1にまとめてい
る. 計算ケースは, 格子サイズが1mm（ケース1mm）,
0.5mm（ケース0.5mm）, および, 格子サイズ1mmの格
子体系にAMRと手法１を適用（ケースAMR1）, 格子サ
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イズ1mmの格子体系にAMRと手法２を適用（ケース
AMR2）したケース４ケースを準備し, これらについて
検証計算を実施した.
各ケースの計算格子とブロック数の情報を表2に, 計
算格子図を図8に示している. 格子の細分化はエンジン
内流動に関して重要な箇所であるバルブ周辺について
実施している. 計算は, 各ブロックに１プロセス３スレ
ッドを割り当てており, 通信等にかかる時間を除けばほ
ぼ同じ計算時間となることが期待される.

①
②

図7 テストモデルの概略
表1

境界条件
条件
総圧力総温度固定流入境界

設定箇所

� � ����������� Pa,
� � ������K

①

静圧固定流出境界

②
バルブ，ピストン
シリンダー

表2

� � ����������� Pa,
� � ������K

断熱滑り無し壁(壁関数)
計算格子とブロック数情報
1ブロックあたり
の格子数
34×24×24
34×24×24
34×24×24
34×24×24

ケース
1mm
0.5mm
AMR1
AMR2

1mm

総ブロック数
77
386
269
173

0.5mm
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４．計算結果
クランク角=60度における計算結果を以下に示す．図
9は, シリンダー内のある断面における速度の絶対値の
分布を示している. 計算が進むにつれ, 左側の流入バル
ブが開き, バルブに対して向かって右側で，流入速度が
比較手的に増大している領域が確認できる. 格子サイズ
1mmのケースにおいては, 排出バルブの底面に沿った流
れになっているが, その他のケースでは異なり, 流れは
排出バルブ底面に沿わず, 一定の角度で流入しているの
が見てとれる.
シリンダーより少し上の領域に着目すると, ケース
1mmでは, 右下に速度の大きな領域が存在するが, その
他のケースでは同様の分布は見られず, より複雑な分布
となっている. このように, ケースAMR1，AMR2の結果
は，格子サイズ0.5mmのケースの結果に近く, 良好な結
果が得られていることが分かる. また, バルブ周辺を細
分化した結果が0.5mmの結果に近いことから, バルブ周
辺の格子サイズが流れ場全体に及ぼす影響も大きいこ
とが本計算により確認された.
図10は, 各ケースにおいて, �� � 一定で1000ステップ
の計算にかかる時間を示している. ケース1mmの計算時
間が最も短く, 0.5mm, AMR1, AMR2ではほぼ横ばいの
結果となっている. ここで示しいているのは, �� � 一定
で計算した場合の時間であるが, AMR1の細分化格子レ
ベルでは他のケースの半分の時間ステップで計算して
いるため, 0.5mmとAMR2の時間ステップをそれに合わ
せて計算したとすると図11のような結果が予想され
る．これは, 0.5mmの格子において同じ時間精度の計算
を実施した場合に, AMR2は他のケースに比べて約2倍
程度に計算時間が短縮されることを示している.
５．まとめ
本稿では，HINOCAの流動解析部に対して，従来開発
してきたブロックAMR法を適用し，AMRの方法論の適
切性（特に時間積分法）や，AMR適用の計算妥当性に
与える影響を調べた結果を報告した．
格子サイズとして，0.5mm, 1mmで一様に格子を切っ
た場合，バルブ付近にAMRを適用した場合，さらに時
間積分としてAMR領域では元の時間刻みの半分にした
場合（AMR1），AMR領域でも元の時間刻みを用いた場
合（AMR2）の4種類の結果を比較し，AMR1とAMR2で
は結果がほぼ変わらないこと，AMRの結果は0.5mmの
結果に近いものが得られることが確認でき，AMRの有
効性が確認された．今後は，ピストンやバルブの動きに
合わせてAMRを動的に適用する方向に開発を進めて行
く予定である．
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図8 各ケースにおける格子図
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図10 各ケースにおける計算時間
1mm

図11
0.5mm

AMR1

AMR2
図9 各ケースにおいて得られた速度の絶対値分布

AMR1の細分化格子レベルの時間ステップに
合わせて計算した場合の計算時間
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高亜音速磁力支持天秤風洞の開発
甲斐大貴(1)，杉浦裕樹(2)，手塚亜聖(1)
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Development of Magnetic Suspension and Balance System
for High Subsonic Wind Tunnel
by
Daiki Kai(1), Hiroki Sugiura(2) and Asei Tezuka(1)
(1) Waseda University, (2) JAXA
ABSTRACT
The magnetic suspension and balance system (MSBS) suspending the model against high subsonic flow has been successfully developed at
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). In transonic regime, there are difficulties for MSBS to support the model because aerodynamic
force acting on the model increases and its fluctuation also increases accordingly. One of JAXA’s MSBS for the 10 cm low speed wind tunnel
was modified to improve control system response. A 500 Hz control system with image sensors was developed, and the proportional-integral
controller was replaced to proportional-integral-differential controller. In addition, to cope with the larger aerodynamic force, more powerful
amplifiers were installed and stronger magnets were also installed in the model. The improved MSBS suspended an ogive-cylinder model
with diameter of 10 mm and length of 156 mm up to Mach number of 0.6.

１．はじめに
風洞試験において模型を支持する場合，スティングやスト
ラットによる支持が一般的に用いられている．しかし，支持
機構による流れ場への干渉が生じてしまうため，CFDや他の

た，ロール，ピッチ，ヨー軸をそれぞれ𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧軸まわりに取
り，各パラメータを𝜙𝜙, 𝜃𝜃, 𝜓𝜓とする．

実験との比較など念入りな検討を必要とする．
遷音速での風洞試験において，境界層遷移が模型後方で起
こる場合に一般的なスティングによる支持が顕著に影響す
ることが報告されている1)．また一般的な模型支持法による
動安定試験において動安定微係数を求めた場合，比較的大き
な迎角において実験装置の違いによる微係数の違いが大き
くなることが報告されている2)．
流れ場への支持干渉がなく，模型の姿勢が自由に制御でき
る支持装置として磁力支持天秤装置（MSBS）がある．MSBS
とは，永久磁石を内蔵した模型の周囲に磁場を発生させ，磁
気力によって模型を気流中に支持する装置である．模型の支
図１

持に必要な磁場を作るために電磁石を使用するが，電磁石に

MSBSコイル配置

流す電流から模型に働く力およびモーメントが評価できる
ので，天秤装置としての機能も併せ持っている．
MSBSはその特性から，支持干渉が大きくなる遷音速領域
での空気力学的な課題の解決に有用であると考えられる．
本研究はMSBSを遷音速領域に適用するための第一歩とし
て，JAXAが保有する10 cm MSBSを改修し，高亜音速流にお
いて軸対称模型を磁力支持することを目的とする．
２．原理
２．１．MSBSコイル系
本研究で開発したMSBSのコイル配置を図1に示す．座標軸

外部磁場𝑯𝑯(𝒓𝒓)によって模型に働く力𝑭𝑭��� 及びモーメント

𝑵𝑵��� は磁気双極子モーメント𝒎𝒎を用いて以下のように表現
できる．

𝑭𝑭��� = � (𝒎𝒎 ∙ ∇)𝑯𝑯 dV
𝒱𝒱

𝑵𝑵��� = � (𝒎𝒎 × 𝑯𝑯) dV

(2.1)
(2.2)

𝒱𝒱

ここで，𝒱𝒱は模型が磁気双極子モーメントを保持している領

域を表す．本研究では，模型用磁石として長手方向に磁気モ

は図1に示すように，気流上流方向に𝑥𝑥軸，鉛直上向きに𝑧𝑧軸を

ーメントを持つ円柱の棒磁石を用いた．棒磁石の長手方向

取り，それらに対して右手座標系を成すように𝑦𝑦軸を取る．ま

を𝑥𝑥軸とすると，磁気双極子モーメントの𝑦𝑦方向成分𝑚𝑚� 及び
This document is provided by JAXA.
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𝑧𝑧方向成分𝑚𝑚� は𝑥𝑥方向成分𝑚𝑚� に比べ十分小さいとすること

ができる．よって，式(2.1)，(2.2)を成分ごとに書き下すと，
𝐹𝐹��� = � 𝑚𝑚�
�

𝒱𝒱

𝐹𝐹��� = � 𝑚𝑚�
�

𝒱𝒱

𝐹𝐹��� = � 𝑚𝑚�
�

𝒱𝒱

𝜕𝜕𝐻𝐻�
dV
𝜕𝜕𝜕𝜕

(2.3)

𝜕𝜕𝐻𝐻�
dV
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐻𝐻�
dV
𝜕𝜕𝜕𝜕

(2.5)
(2.6)
(2.7)

𝑁𝑁��� = − � 𝑚𝑚� 𝐻𝐻� dV
�

𝒱𝒱

予想される．大きな空気力変動に対応するため，本研究では
以下の２点の対策を施した．
i. PI制御からPID制御への制御方式の変更
ii. 制御周波数の向上（250 Hzから500 Hz）

これまでにJAXAが開発したMSBSは，比例-積分制御（PI
制御）が採用されていた4)．本研究では従来のPI制御から比
例-積分-微分制御（PID制御）に制御方式を変更した．制御
用のコンピュータはNational Instruments製 NI PXIe-8135を
使用した．

(2.8)

𝑁𝑁��� = � 𝑚𝑚� 𝐻𝐻� dV
�

MSBSを高亜音速領域に適用する際，大きな空気力変動が

(2.4)

𝑁𝑁��� = 0
�

２．４．MSBS制御系

𝒱𝒱

模型は𝑥𝑥軸対称であるので，式(2.6)が示唆しているロール

制御周波数を従来の250 HzからCMOSカメラの最大画素

における最大駆動周波数である500 Hzとした．

MSBSの制御系ブロック線図を図2に示す．CMOSセンサ

軸制御が不可能であるということは問題にならない．ロー

から位置を取得し，出力としてコイル系に電流が流れるま

ル軸は𝑥𝑥軸方向垂直に磁気モーメントを持つような磁石を

でには時間差があるため，これを二重位相進み制御によっ

模型に追加することで制御可能となる

3)．式(2.3)

- (2.8)より，

て補償している4)．

MSBSを高亜音速領域に適用するに際して，より大きい空気

𝑑𝑑

力に対応するためには

外乱

i. 磁化強度の大きい磁石を模型用磁石として使用する
ii. より大きい磁場勾配，および磁場を作る

𝑟𝑟

目標値

+
−

++

𝐺𝐺�

コイル系

𝐺𝐺�

++

模型系

𝐾𝐾��

の2点が有効である．また強い外部磁場が加わることを考慮
すると，模型磁石は保磁力が大きいことが望ましい．以上を

𝐾𝐾

PID制御

デカップリング制御

𝐻𝐻�

踏まえて，本研究では模型磁石にネオジム磁石を用いた．

二重位相進み器

𝐻𝐻�

++

ノイズカットフィルタ 位置認識センサ

図２

２．２．MSBS電源系

𝐻𝐻�

𝑑𝑑

ノイズ

制御系ブロック線図

制御用コンピュータからの信号電圧を入力とし，パワー
アンプにより電流をコイルに供給する．コイル#0, #9につい

３．軸間干渉

てはそれぞれのコイルにつき１台のパワーアンプを，コイ
ル#1 - #8については測定部を挟んで向かい合うコイル２つ

３．１．軸方向位置𝑥𝑥 – ピッチングモーメント𝑁𝑁� 干渉

につき１台を使用した．コイルによって形成される磁場の

受ける．重力のみがかかる模型を磁力支持している場合，模

強さは電流に比例する．軸対称模型のため，まずは抗力方向

型の質量を𝑚𝑚，重力加速度を𝑔𝑔，磁力を𝐹𝐹��� とすると，

の最大電流を大きくする必要がある．本研究では抗力方向

軸対称模型は式(2.3)-(2.8)に従って力およびモーメントを

のパワーアンプに大出力のものを用いた．各パワーアンプ
である．ここで，

の仕様を表１に示す．
表１
#0, #9
#1 - #8
２．３．MSBSセンサ系

最大出力電流
±120 A
±15 A

𝐼𝐼����

本研究では位置検出センサとしてCMOSカメラ（Baumer
社製HXC13-11008792）を使用した．カメラは測定部上部と
側面に2台取り付けてあり，上部カメラで𝑥𝑥，𝑦𝑦，𝜓𝜓を，側面
カメラで𝑧𝑧，𝜃𝜃を検出する．

�

𝑀𝑀� = � 𝑚𝑚� dV

改修後のパワーアンプ仕様

コイル番号

𝐹𝐹��� − 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0

�

(3.1)

(3.2)

𝒱𝒱

とし，測定部の磁場勾配が一定であるとすると，式(3.1)は式
(2.5)より
𝜕𝜕𝐻𝐻� 𝑚𝑚𝑚𝑚
=
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑀𝑀�

(3.3)

となる．このとき𝑥𝑥を𝛥𝛥𝛥𝛥変動させたとすると，式(3.3)より
𝛥𝛥𝐻𝐻� =

𝑚𝑚𝑚𝑚
∙ 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝑀𝑀�

(3.4)

となり，磁場𝐻𝐻の𝑧𝑧方向成分も模型の位置の変化とともに変
化する．𝛥𝛥𝛥𝛥が定数であることに注意すると，式(2.7)より模
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型に働くピッチングモーメントの変化𝛥𝛥𝛥𝛥��� は，
�

𝛥𝛥𝑁𝑁��� = −𝛥𝛥𝐻𝐻� ∙ 𝑀𝑀� = −𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝛥𝛥𝛥𝛥
�

𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑧𝑧
(𝑧𝑧)
𝐻𝐻�
⎛ 𝑀𝑀� ⎞
𝑯𝑯 = � 0 � = ⎜ 0 ⎟
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐻𝐻� (𝑥𝑥)
𝑥𝑥
⎝ 𝑀𝑀� ⎠

(3.5)

と表すことができる．実際に𝑥𝑥を変化させたときの電流値か
ら算出されるピッチングモーメントの変化と式(3.5)をプロ
ットした結果を図3に示す．空気力等で𝑥𝑥が変化すると，模型
に働くピッチングモーメント𝑁𝑁� が変化し，ピッチ角𝜃𝜃が変化
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(3.12)

となる．外部磁場𝑯𝑯の𝑦𝑦軸に対する回転変換𝐑𝐑 � (−𝜃𝜃)を行って

できる磁場𝑯𝑯� は以下となる．

することになる．

𝑯𝑯� = 𝐑𝐑 � (−𝜃𝜃)𝑯𝑯 =

𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑧𝑧 cos 𝜃𝜃 − 𝑥𝑥 sin 𝜃𝜃
�
�
0
𝑀𝑀�
𝑧𝑧 sin 𝜃𝜃 + 𝑥𝑥 cos 𝜃𝜃

(3.13)

ここで，MSBSすなわち風軸からみた座標は

𝑥𝑥
𝑥𝑥 � cos 𝜃𝜃 + 𝑧𝑧 � sin 𝜃𝜃
𝑥𝑥 �
�𝑦𝑦� = 𝐑𝐑 � (𝜃𝜃) �𝑦𝑦 � � = �
�
𝑦𝑦 �
�
�
𝑧𝑧
−𝑥𝑥 sin 𝜃𝜃 + 𝑧𝑧 � cos 𝜃𝜃
𝑧𝑧

(3.14)

なので，式(3.13)は以下のように書き換えられる．
�
�
�
�
𝑚𝑚𝑚𝑚 −2 sin 𝜃𝜃 cos 𝜃𝜃 ∙ 𝑥𝑥 + (cos 𝜃𝜃 − sin 𝜃𝜃) ∙ 𝑧𝑧
�
�
𝑯𝑯 =
0
𝑀𝑀� (cos�
𝜃𝜃 − sin� 𝜃𝜃) ∙ 𝑥𝑥 � + 2 sin 𝜃𝜃 cos 𝜃𝜃 ∙ 𝑧𝑧 �
�

(3.15)

図３ 軸方向位置𝑥𝑥 – ピッチングモーメント𝑀𝑀� 干渉
３．２．ピッチ角𝜃𝜃 – 軸力𝐹𝐹� 干渉

揚力コイル(#1, #3, #5, #7)がつくる磁場を考える．ひとつ

の磁極がつくる静磁位𝜙𝜙�,����� は，磁荷𝑞𝑞� ，透磁率𝜇𝜇，磁荷か
らの距離𝑟𝑟を用いて

𝜙𝜙�,����� =

1 𝑞𝑞�
4𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑟𝑟

(3.6)

と表される．よって風洞測定部内の静磁位𝜙𝜙� は
𝜙𝜙� =

となる．一方，

より，

� 𝜙𝜙�,�����

���,�,�,�

�

𝑯𝑯 = − grad 𝜙𝜙�
∂𝐻𝐻�
𝜕𝜕 � 𝜙𝜙�
=−
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝐻𝐻�
𝜕𝜕 � 𝜙𝜙�
=−
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

(3.7)

(3.8)

ここで，模型に働く力𝑭𝑭� は式(2.3)-(2.5)で表されるので，式
(3.15)を代入すると

𝜕𝜕𝜕𝜕� �
dV
𝜕𝜕𝜕𝜕 �
⎛ 𝒱𝒱
⎞
�
−2 sin 𝜃𝜃 cos 𝜃𝜃
⎜
⎟
𝜕𝜕𝜕𝜕
�
�
𝑭𝑭� = ⎜ � 𝑚𝑚�
0
dV ⎟ = 𝑚𝑚𝑚𝑚 �
�
⎜ 𝒱𝒱
⎟
𝜕𝜕𝜕𝜕
� 𝜃𝜃 − sin� 𝜃𝜃
cos
⎜
⎟
𝜕𝜕𝜕𝜕� �
dV
� 𝑚𝑚�
𝜕𝜕𝜕𝜕 �
⎝ 𝒱𝒱
⎠
� 𝑚𝑚�

(3.16)

となる．MSBSすなわち風軸座標系に変換すると，

𝑭𝑭 = 𝐑𝐑 �

(𝜃𝜃)𝑭𝑭�

−2 sin 𝜃𝜃 cos� 𝜃𝜃 + sin 𝜃𝜃 (cos� 𝜃𝜃 − sin� 𝜃𝜃)
= 𝑚𝑚𝑚𝑚 �
�
0
2 sin� 𝜃𝜃 cos 𝜃𝜃 + cos 𝜃𝜃 (cos� 𝜃𝜃 − sin� 𝜃𝜃)
(3.17)

となる．実際に𝜃𝜃を変化させたときの抗力電流値から算出さ
(3.9)
(3.10)

れる抗力の変化と式(3.17)をプロットした結果を図4に示す．
空気力等による𝜃𝜃の変化で模型に働く軸力𝐹𝐹� が変化し，軸方

向位置𝑥𝑥が変化することになる．

𝜙𝜙� は磁極の位置𝑟𝑟 = 0で不連続である．しかし，電磁石の

磁極は風洞側壁外側に固定されているので風洞測定部内は
𝑟𝑟 ≠ 0である．よって𝜙𝜙� は風洞測定部内でC� -級である．した
がって式(3.9)，式(3.10)の右辺は等しい．よって，

が成立する．

∂𝐻𝐻� ∂𝐻𝐻�
=
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(3.11)

いま，𝑥𝑥-𝑧𝑧面内の運動を考える．重力のみが働く模型を磁
力支持している状態を仮定し，模型にモーメントが働いて
いないとすると，式(3.3)，式(3.11)から

図４

ピッチ角𝜃𝜃 – 軸力𝐹𝐹� 干渉
This document is provided by JAXA.
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３．３．非干渉制御
化でも，原理上他方向の干渉力が発生してし，模型には他方

Magnet

Acrylic Resin

10

以上のようにMSBSでは，特定の方向のみの位置・角度変

50

96

向の角度・位置変化が生じる．実際には風洞測定部内の磁場

(146)

が均一ではないため，𝑥𝑥と𝜃𝜃間だけでなく様々な軸の組み合
図６

わせについて干渉が発生する．本研究では，線形に近似でき

円柱模型図面

る干渉を取り除く方法として非干渉制御を行う．非干渉制
御とは，実験的に求めた比例定数をあらかじめ制御系に組
み込んでおき，位置・角度の変動に応じて干渉する他方向の
出力も変動させる制御方法である．これによって模型の姿
勢制御を安定化する4)．

𝑀𝑀 = 0.56以上のマッハ数で円柱模型を磁力支持すること

はできなかった。ただし，抗力のアンプ最大出力電流120 A
にはまだ20％ほど余裕があり，パワーアンプのゲインを調

節して解決する余地はある．また，模型の形状抗力を小さ
くして抗力均衡のための電流を抑えることが考えられる．

４．実験
４．１．実験装置

図7より，主にピッチ，ヨーが±1 deg.で振動している．制

御工学的な観点から，電動バタフライバルブの弁開速度を

実験に用いた高亜音速風洞の外観を図5に示す．風洞測定

より小さくすることで，弁開時に模型が押し流される距離

部は𝜙𝜙100 [mm]の円管であり，下流側が電動バタフライバル

を抑えることができる．しかし真空槽の容量の関係から，

ブを挟んで真空槽に接続されている．上流側には亜音速ノ

弁開速度を小さくすると測定時間が短くなってしまうとい

ズルが取り付けられている．測定部マッハ数が1に達するま

う欠点がある．

では電動バルブ位置が流路の最小断面積となって閉塞する

MSBSの原理的な観点からは，抗力均衡磁場による軸間干

ので，電動バルブ開度を調整することで測定部マッハ数を

渉が考えられる．測定部中心に気流に平行に位置する模型
に働く抗力𝐷𝐷 [N]と磁気力𝐹𝐹��� [N]が釣り合っているとき，

調節することができる．

�

磁場勾配𝜕𝜕𝜕𝜕� /𝜕𝜕𝜕𝜕が一定であるとすると式(2.3)より，
𝐹𝐹��� = 𝑀𝑀� ∙
�

∴ 𝐻𝐻� =

𝜕𝜕𝐻𝐻�
= 𝐷𝐷
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝐷𝐷
𝑥𝑥 + 𝐻𝐻� �
𝑀𝑀�

(4.1)
(4.2)

ただし𝐻𝐻� � は𝑥𝑥 = 0地点の磁場の𝑥𝑥方向成分である．模型に

固定された模型中心を原点とする座標𝑥𝑥 � を考える．模型が
位置𝑥𝑥 = 𝑥𝑥� にあるとき式(4.2)は

図５

𝐻𝐻�� =

高亜音速MSBS風洞外観

𝐷𝐷 �
𝐷𝐷
𝑥𝑥 +
𝑥𝑥 + 𝐻𝐻� �
𝑀𝑀�
𝑀𝑀� �

(4.3)

と書き直すことができる．ここで，模型が𝜓𝜓方向に回転した
４．２．実験方法
模型を測定部中心に，気流方向に平行に磁力支持した状
態から電動バタフライバルブを操作し，ある開度まで一定
速度で弁を開動作させる．制御コンピュータ側で信号電圧
と位置のデータを記録し，信号電圧のデータからアンプが
コイルに出力する電流を算出する．信号電圧と模型に働く
力には比例関係があるので，あらかじめ分銅を模型につる
すことで計測した較正係数を信号電圧に乗じることにより，
模型に働く空気力を算出する．また，静圧孔からの圧力のデ
ータと弁開度コントローラからの弁開角度のデータをデー
タロガーで記録する．圧力のデータからマッハ数𝑀𝑀等を算
出する．
４．３．円柱模型
はじめに，𝜙𝜙10 × 146 mm円柱模型で通風試験を行った．

円柱模型の図面を図6に示す．弁開速度を100 rpmとし，マ

ッハ数𝑀𝑀 = 0.56の気流中で磁力支持した結果を図7に示す．

とすると，𝑧𝑧軸まわり−𝜓𝜓[deg]の回転変換𝐑𝐑 � (−𝜓𝜓)によって，
模型に固定された座標から見た磁場𝑯𝑯� は以下のように表さ

れる．

𝐻𝐻� cos 𝜓𝜓 + 𝐻𝐻� sin 𝜓𝜓
𝑯𝑯� = �−𝐻𝐻� sin 𝜓𝜓 + 𝐻𝐻� cos 𝜓𝜓�
𝐻𝐻�

(4.4)

ここで，横力およびモーメントが働いていなかった場合，
𝐻𝐻� = 0である．よって𝜓𝜓方向モーメント𝑁𝑁� � は式(2.8)より，
𝑁𝑁� � = � 𝑚𝑚� (−𝐻𝐻� sin 𝜓𝜓) dV

(4.5)

𝒱𝒱

ここで，模型に固定された座標からみると，磁石は原点か
ら前後端までの長さが等しいので，式(4.3)における𝑥𝑥 � 一次
の項は𝜓𝜓の回転後も体積積分をすると0となる．よって
∴ 𝑁𝑁� = 𝑁𝑁� � = −�𝐷𝐷𝑥𝑥� + 𝑀𝑀� 𝐻𝐻� � � sin 𝜓𝜓

(4.6)

となる．これは磁場の方向に磁石の磁気モーメントの向き
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円柱模型通風試験結果（𝑀𝑀 = 0.56）

Ogive-Cylinder模型通風試験結果（𝑀𝑀 = 0.58）
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をそろえるように働く力である．𝜃𝜃軸についても同様の干渉

から120 A）

iv. 前方抗力コイルの出力増強

が存在する．

式(4.6)から，�𝐷𝐷𝐷𝐷� + 𝑀𝑀� 𝐻𝐻� � � > 0であれば模型は方向静安

定である．つまり，あらかじめ𝑀𝑀� 𝐻𝐻� � > 0となるように抗力
方向の磁場を調整することで模型の偏揺れ，縦揺れの安定
性を高めることができる．

以上の改修によって，マッハ数𝑀𝑀 = 0.58の環境下で𝜙𝜙10 ×

156 mm Ogive-Cylinder模型を磁力支持することに成功した．
参考文献
1)

４．４．Ogive-Cylinder模型

2)

数で磁力支持を行うためには，
i.

形状抗力を小さくすること

ii.

抗力方向の磁場を調整すること

L.E.

Ericsson

and

J.P.

Reding,

“Transonic

Sting

Interference,” 17th Aerospace Science Meeting, 1979.

４．３．節の検討から，円柱模型の場合より高いマッハ

三輪等，上野真，“遷音速動安定試験装置の開発，”宇
宙航空研究開発機構研究開発報告，JAXA-RR-03-021，
2004-03．

3)

澤田秀夫，国益徹也，須田真一，溝口他寸志，岡田卓三，

が有効であると考えられる．以上を踏まえた上で，前方の

“横揺れ制御を伴う磁力支持天秤，”日本航空宇宙学会

抗力コイル#0の信号出力を1.1倍，後方の抗力コイル#9の信

論文集，第53巻，第619号，2005，385-390．

号 出 力を 0.9倍 と し た ． 弁 開速 度 を 100 rpmと し， 𝜙𝜙10 ×
156 mm Ogive-Cylinder模型の通風試験を行った．Ogive部は

4)

須田真一，澤田秀夫，国益徹也，“比例-積分制御と二
重位相進みによる磁力支持天秤装置制御系の制御定数

縦横比が1:2の回転楕円体を採用した．Ogive-Cylinder模型の

決定法，”日本航空宇宙学会論文集，第53巻，第614号，

図面を図8に示す．マッハ数𝑀𝑀 = 0.56の場合における4 s間

2005，97-107．

（2000点）の平均の抗力の比較を表２に示す．また，マッ
ハ数 𝑀𝑀 = 0.58での通風に成功したので，その結果を図9に
示す．

Magnet

Acrylic Resin

10

Ogive

96

10

50
(156)

図８

Ogive-Cylinder模型図面

表２ 抗力の比較（𝑀𝑀 = 0.56）
円柱模型 N
Ogive-Cylinder模型
−1.27
−0.63

N

表２より，Ogive-Cylinder模型は円柱模型に比較して
50%抗力が低減している．このことから，Ogiveを取り付け
ることが抗力低減に有効であることが確認できる．

円柱模型とOgive-Cylinder模型では空気力学的特性が異

なるため，PID定数を円柱模型の場合の定数から最適化した．
また，前方の抗力コイル出力を増強する前後を比較する
と，Ogive-Cylinder模型の磁力支持の安定性は飛躍的に向上
した．このことから，図7と図9を比較して，図9ではマッハ
数が高いにもかかわらず振動が抑えられていることは，前
方抗力コイルの出力を増強した効果であると考えられる．
５．結び
本研究ではMSBSを高亜音速流に適用するために，JAXA
が保有する10cm MSBSを改修した．具体的な改修箇所は以
下の4点である．
i. PI制御からPID制御への制御方式の変更
ii. 制御周波数の向上（250 Hzから500 Hz）

iii. パワーアンプの出力可能上限電流の引き上げ（15 A
This document is provided by JAXA.
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ポストリミタの 3 次元非構造格子への拡張と FaSTAR への実装
○北村圭一，青柿拓也
横浜国立大学
橋本敦
宇宙航空研究開発機構

Extension of Post Limiter to 3D Unstructured Grids and
Its Incorporation into FaSTAR
by
Keiichi Kitamura, Takuya Aogaki (Yokohama National University), and Atsushi Hashimoto (JAXA)
ABSTRACT
The “Post Limiter (simple a posteriori slope limiter),” which tries to keep spatially second order as much as possible, has been successfully
extended to three-dimensional (3D) unstructured grids. Then, this 3D-extended version of Post Limiter (‘Post Limiter 3’) has been
incorporated into “FaSTAR,” a 3D unstructured grid flow solver. By taking account of cell-geometric qualities (i.e., aspect-ratio-like
number), the Post Limiter 3 can handle general 3D cells including ‘dirty’ (=ill-shaped) ones in which the original Post Limiter fails to
continue flow computations. Numerical examples demonstrate its applicability to a wide spectrum of aerodynamic problems of high
engineering importance.
１．はじめに
近年，圧縮性 CFD (Computational Fluid Dynamics)は航空
宇宙機等の設計に積極的に使用され，その工学的な役割は
ますます重要になっている．その信頼性が特に高いマッハ
0.1 オーダの速度域では，1 カウント（抵抗係数 10-4）の数
値誤差の低減が議論になる 1,2)．こうした空力解析において
は通常，対象形状が複雑である事から，物体適合性に優れ
た非構造格子が利用される．そして複雑な流れを伴う箇所
には局所的に多くの計算要素（セル）を配置し，計算コス
トの低い空間 2 次精度手法 3)を用いて効率的に計算を行う
―この方法が，近年の多くの空力設計において採用されて
いる 4-7)．
こうした中，著者らは空間 2 次精度の範疇で簡単に高解
像度の数値解が得られる手法『a posteriori 制限関数（以下，
ポストリミタ(Post Limiter)と呼ぶ）』を提案している 8)．
この方法は可能な限り制限関数（＝空間精度を 1 次に抑え
る事で，計算を安定化させる）を用いない事で，本来の空
間 2 次精度を最大限維持するものである．詳しくは文献 8)
に譲るが，ポストリミタにより従来法に比べ 1 次元で 4 倍
相当，2 次元で約 16 倍の解像度が得られた（‘ポストリミ
タ 1’）．更には収束性の向上や数値振動の回避と言った
利点も示された．ただしその有効性が実証されているのは
2 次元非構造格子（‘ポストリミタ 2’）までである．一方
で，実用問題は言うまでもなく 3 次元であり，3 次元では
セルの品質（3 次元幾何形状） 1) を考慮する必要が生じる
（3 節にて詳述）．

図1

1 次元衝撃波・エントロピー波干渉 8)

そこで本稿では，セル品質を考慮する事でポストリミタ
を 3 次元非構造格子に拡張し（‘ポストリミタ 3’），こ
れ を JAXA の 3 次 元 非 構 造 格 子 流 体 解 析 ソ ル バ
“FaSTAR”9)に実装する．そして種々の空力問題へ適用し，
その有用性を調べる．FaSTAR のように国内で広く空力解
析に使われているコードに実装する事で，本手法および
FaSTAR が工学的に重要な様々な場面（例：ソニックブー
ム解析 10)）でより多くのユーザに使用される事を目指す．
２．支配方程式
支配方程式は圧縮性 Euler もしくは Navier-Stokes 方程式
であり，下記のように書ける（例えば 3 次元では下添字 k,
l, m, n に 1, 2, 3 が代入される）．

∂Q ∂Fk ∂Fv k
=
+
∂xk
∂t ∂xk

(1a)

ρu k

 
 ρ 




Q =  ρ u l  , F k =  ρ u l u k + p δ lk  , 

 
 ρ E 
ρu k H




(1b)



0




τ lk
Fv k = 


∂T 
u τ

(
)
κ
κ
+
+
m
mk
t

∂ x k 


 ∂u ∂u  2 ∂un 
τ lk = (μ + μt ) l + k  −
δ lk 
(1c)
 ∂xk ∂xl  3 ∂xn 
ここで，ρ は密度，ui は速度成分（i = 1, 2, 3 はそれぞれ u,
v, w に対応）, E は全エネルギ，p は圧力， H は全エンタ
ルピ(H = E + (p/ρ)), そして T は温度である．気体は完全気
体の空気（比熱比γ =1.4），プラントル数は Pr=0.71 であ
る．分子粘性μ はサザーランドの式から算出する．熱伝導
係数κ とはκ=cpμ/Pr の関係がある（cp は定圧比熱）．更に，
乱流粘性μt と乱流プラントル数(Prt =0.90)から κt=cpμt/Prt の
関係がある．一方で，非粘性計算（Euler 方程式）の場合は
μt =0 である．これらは有限体積法(FVM)表記で次のように
なる．

Vi
ΔQ i +  (Fi , j − Fv i , j )S i , j = 0
Δt
j

(2)
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ここで，Vi はセル i の体積，Δt は時間刻み，ΔQi は保存量
の時間変化，Fij および Fvij はセル i とその隣接セル j との
界面 Sij を通るそれぞれ非粘性（数値）流束および粘性流
束である（図 2 を参照）．

セル界面の法線方向にセル中心が存在するとは限らないた
め，1 次元的な扱いが困難となる．このため，以下のわず
かな修正が必要となる事が分かった．具体的には，式(3)の
(*)部分を以下のように書き換える（ポストリミタ 2）．

φG = min(φG ’, φface)

(4a)

φface = 0.25(cos(θface) +|cos(θface)|)2

図2

セル形状や記号の模式図

３．ポストリミタ（簡単な a posteriori 制限関数）
3-1. ポストリミタ 1: 構造格子ポストリミタ
ポストリミタは非構造格子で通常用いられる空間 2 次精
度を対象にしている．このため，セル境界で用いられる値
の候補は制限関数無しの 2 次精度値 qunlim，および制限関数
有りの 1 次精度値 qlim の 2 つのみとなる．そしてポストリ
ミ タ で は ， qunlim お よ び qlim か ら の 選 択 に お い て は ， i)
positivity および ii) DMP (Discrete Maximum Principle)に基づ
く判定 11)に加え，iii) 周囲の圧力比を判定条件に加えた．
具体的には，圧力比の関数である Gnoffo の補助制限関数
φ’G 12)を組み合わせ，圧力比が大きい場合には 1 次精度が選
択され易くなるよう，滑らかに空間精度を変化させた（図
3）．こうして下記のように，制限関数無しの 2 次精度値
qunlim，および制限関数有りの 1 次精度値 qlim の 2 つのみを
用いた簡素な手法を提案できた（ポストリミタ 1）．
if ρunlim > 0 and punlim > 0 then ! positivity
if min(ρi, ρj) < ρunlim < max(ρi, ρj) and min(pi, pj)
unlim
<p
< max(pi, pj) then
! Discrete Maximum Principle
φG’ = 1
endif
else
φG’ = 0
endif

つまり式(3)で得られた Gnoffo の補助制限関数φ’G の値をφG
に修正する．ここでθface は図 2 に示されるセル偏向角であ
り 13)，(rij - ri) および (rj - rij) ベクトルの内積から与えられ
る（rij, ri および rj はそれぞれセル界面中心 ij, セル中心 i,
セル中心 j, の位置ベクトル）．もしこれら 3 点が一直線上
にあれば（1 次元，もしくは直交格子）θface =0，よってφface
= 1 となるため修正無し，すなわちポストリミタ 1 に帰着
する．一方で，θface が 90 度を超えるとφface = 0 となり，ポ
ストリミタは機能しない．そして 0°≤φface ≤90°については，
φface は式(4b)により滑らかに接続される．よってここでの修
正は依然，簡単かつ局所的である．
3-3. ポストリミタ 3:三次元非構造格子ポストリミタ
三次元ではダーティ・セル，すなわち品質の悪いセルが
現れる事がある 1)．これは二次元と異なり，三次元では例
えば
・面を形成すべき複数点が同一平面上に無い
・セルを構成する面の同士の位置関係の反転
・セルを構成する面と辺が交差
といった状況が生じ得るためである（図 4）．

a)

b)

図 4 ダーティ・セルの例 (a) 面の位置関係が反転，(b)
面と辺が交差

(3)

φG = φG’ … (*)
q = φG qunlim +(1−φG)qlim
この手法の詳細や検証については，文献 8)を参照されたい．

この場合，例えばセル体積は負，もしくはとても小さく計
算されてしまい，流体計算の破綻の原因になりうる．そし
てこうした状況は，上記のパターン以外にも膨大に存在す
る．しかしながら，これらを個々に検知する指標は存在す
るものの 14)，全てを実装する事は計算コードを大変複雑化
してしまい，現実的でない．特に非構造格子コードにおい
ては，リミタの計算時にセルや面の幾何データ全てを容易
に参照できるとは限らない．そこで本研究では，ダーテ
ィ・セルの中でも特に計算破綻の原因となり得るセル形状
を可能な限り網羅する簡便な指標として，以下を提案する．

V 2 3
V j2 3
S i, j
S i, j
AR ≅ max  i ,
,
,
2
3
 S i, j
S i, j
Vi
V j2 3


図3

(4b)

ポストリミタの概要

3-2. ポストリミタ 2: 非構造格子ポストリミタ
ポストリミタ 1 は 1 次元もしくはこれに準ずる（滑らか
で品質の良い）構造格子用に考案されたものであった．一
方で三角形メッシュに代表される 2 次元非構造格子では，


<4



(5)

この「アスペクト比に類似し，これに相当する値(aspectratio-like number)」が閾値を超えていれば，ポストリミタを
使用しない，すなわちリミタを使用できるようにする．こ
の方法の利点は 3 つある．
・利点 1： 「アスペクト比の大きなセルではポストリ
ミタを用いない」という分かりやすい指標に基づいている．
ポストリミタは本来，直交格子（アスペクト比が 1）のよ
うな品質の良いセルに用いるための手法であり，今回の指
標はこの思想に合致する．
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ポストリミタ 1～3 のまとめ

主な適用先（計算格子）

数式

説明
-

ポストリミタ 1

1D，2D 構造格子

式(3)

ポストリミタ 2

2D 非構造格子

式(3)+(4)

ポストリミタ 3

3D 非構造格子

式(3)+(4)+(5)

・利点 2：セル・サイズが急激に変化する箇所や，六面
体から逸脱したセル形状においても，このアスペクト比に
類似した値は 1 から離れるため，ポストリミタが使われに
くくなる（リミタが使われる）．
・利点 3：追加情報の少なさ．ここでアスペクト比に近
い値を得るために使われる「セル界面の面積 Si,j」と，それ
を挟む 2 つの「セルの体積 Vi, Vj」はいずれも非構造格子ソ
ルバに最低限，必要な情報である．よってリミタ計算時に
は既に分かっているか，データ構造上，入手しやすいはず
である．
なお試計算の結果より，本研究では閾値を 4 とする．こ
れを超えるセル形状は，例えば壁近傍では数多く現れるは
ずであり，そこではポストリミタが使われなくなるが，こ
の事は大きな問題にならない．なぜなら，例えば球のよう
な「曲面」上では，アスペクト比の大きなセルでは勾配計
算自体が難しく，これを適切に扱わないと数値誤差が生ま
れてしまう 15)． つまりここでポストリミタを使わない（＝
積極的にリミタを使う）事による精度の低下は，勾配計算
法の選択による影響に比べれば小さな問題である．
以上より，このアスペクト比に類似した値をポストリミ
タ 2 中の「リミタ使用／不使用の判定条件」に加える．具
体的には，式(5)を満たさない場合にはダーティ・セルの可
能性があるため，強制的に φG = 0，すなわち制限関数有り
の 1 次精度値 qlim を採用する．以降，このポストリミタを
「ポストリミタ 3」と呼ぶ．ポストリミタ 1～3 をまとめる
と表 1 のようになる．
４．数値例
以下の数値例において特に断らない限り，空間再構築
（勾配計算）には Green-Gauss 法 16)を採用する．勾配制限
関数については個別に後述する．セル中心における物理量
とその勾配を用いてセル界面の値 q を内挿し，これを用い
て数値流束を SLAU17)で計算する．時間発展には LU-SGS18)
を用いる．乱流計算を行う場合は Spalart-Allmaras モデル 19)
（Tripping Term 無し 20)）（SA-noft2 モデルとも呼ばれる）
もしくは DDES21)を用いて乱流粘性μt を求める．
4-1 亜音速流れ
4-1-1 球周り流れ（M=0.1, Re=118）
最初にマッハ 0.1，レイノルズ数 118 の球周り低速流れ
を扱う．この流れは双子渦を作り定常状態に至る事が実
験 22)・計算 23)の両面から知られている．また衝撃波が発
生しないため，この計算ではリミタが機能しない事が理
想的である．
ここではリミタとして minmod24)を選定し，ポストリミ
タ 3 を組み合わせた効果を調べる．なおレイノルズ数が
118 と小さいため乱流モデルは用いない．
計算領域は半裁とし（y≤0），HexaGrid2)を用いて球の周
囲に主として六面体から成る直交・物体適合格子を生成し
た（図 5a）．この時，球の直径を 1 としたときの最小格子

ポストリミタ 1 に加え，
セル偏向角（図 2）を考慮
ポストリミタ 2 に加え，
ダーティ・セルに対応すべく
「アスペクト比相当値」を考慮

幅は 1.e-3，遠方境界は直径の 20 倍の大きさとした．球は
そのほぼ中心部に位置する．総セル数は 396,010 である．
計算はクーラン数 1,000 で 10,000 ステップ行った（定常
計算）．図 5b に密度の残差履歴を示した．この結果より，
ポストリミタ 3 を用いる事で収束性が向上し，残差が 1～2
桁ほど低下する事が分かった．これは構造格子ソルバの場
合と同様，不要な箇所で minmod リミタが使われなくなっ
た 8)事によるものと考えられる．また図 6 に示した圧力の
可視化結果より，解はポストリミタ 3 による悪影響を受け
る事無く，実験 22)と同じく後流で双子渦が形成されている
事が確認できる．更にポストリミタ 3 の有無によらず抵抗
係数は CD=1.02 であり，Schlichting25)のまとめた球の抵抗値
（Re≈120 で CD≈1.0）にほぼ一致する．ちなみにポストリミ
タ 1 および 2 を用いた場合も解や残差履歴はポストリミタ
3 の場合とほぼ一致した（図は省略）．
4-1-2 二次元翼周り流れ（M=0.2, Re=23000,α=6deg.）
次にマッハ 0.2，レイノルズ数 23000，迎角 6 度の二次
元翼（フクロウ翼）周り流れを解く．この流れは層流で
あり，この条件においては「前縁剥離＋後縁再付着」と
いう複雑かつ数値計算で捉えにくい現象が過去の研究で
観察されている 26)．
ここでは Hishida (vL)リミタを使用し，ポストリミタ 3
と 組 み 合 わ せ る ． 数 値 流 束 は SLAU ， 勾 配 計 算 に は
GLSQ15)を用いた．乱流モデルは用いていない．
計算格子は 615×101 点(Baseline)もしくは 307×51 点
(Coarse)の C 型格子である（図 7a）．いずれも層流境界層
を十分解像できるよう，最小格子幅は翼弦長を 1 として
0.01/Re0.5=6.59×10-5 である．また遠方境界は翼から 50 と
した．なおフクロウ翼の翼面形状は定式化されており 27)，
ここで用いた形状は翼根からスパン方向に 40％位置に対
応する．
図 7b-7d に計算結果（約 15 周期の平均場）を示す．この
図より，Coarse 格子でポストリミタ無しの場合（図 7b）に
は前縁剥離は起こるものの，後縁再付着が捉え切れなかっ
た事が分かる．一方でポストリミタ 3 を使用すると後縁再
付着が再現され（図 7c），これは Baseline 格子で（ポスト
リミタ無しで）計算を行った場合（図 7d）とも一致する．
つまり，この再付着現象を従来法で捉えるためには
（Coarse 格子の 2x2 倍解像度を持つ）Baseline 計算格子を
用いる必要があるが，ポストリミタ 3 を利用すれば Coarse
格子で十分である事が示された．
4-1-3 三次元細長物体（ロケット形状）周り流れ
（M=0.086, Re=6×105, α=50deg.）
今度は実用的な流れとして，三次元ロケット形状周りの
流れ（迎角 50 度）を扱う（図 8）．この形状は再使用ロケ
ットを想定しており球頭―円錐―角柱（注：円錐から角柱
へは滑らかに変化）から成る．形状・周囲流れ・空力特性
の詳細については文献 28, 29)を参照されたい．マッハ数は
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0.086 と小さいため，数値流束は全速度スキームである
SLAU を，時間積分には前処理付き LU-SGS30)を用いる．勾
配計算には GLSQ を用いている．また機体全長に基づくレ
イノルズ数は 6×105 であるため，SA-noft2 モデルで乱流計
算を行う．
計算格子はおよそ 175 万セルから成り，大迎角時に発生
する渦を捉えるために風下側にセルを集めてある（図 8）．
また最小格子幅は y+=0.78 となるように設定している．な
お図 8 では機体周辺のセルのみを表示しているが，遠方境
界は機体から全長の 25 倍離れている．
ここでは minmod リミタを使用し，ポストリミタ 3 の有
無の影響を調べる．なお扱う流れが低速であるので，「リ
ミタ無し」の計算結果も比較対象とする．
図 9 に計算結果を示す．ここでは圧力，軸方向渦度，そ
して横力係数（動圧，機体全長，そして底面積で無次元化
した横力）の絶対値|CY|を示している．まず図 9a, b は
minmod リミタのみを用いた場合であり，流れはほとんど
対称となっており，横力係数は|CY|=0.052 と小さい．これ
a) Grid

図5

b) Density Residual Histories

M=0.1, Re=118 球周り流れ (a) 計算格子，および(b)密度残差履歴．
b) minmod +
Post Limiter3

a) minmod only

図6

に対し図 9c, d のポストリミタ 3 を併用した場合では，明
らかに非対称性が現れており，|CY|=0.312 の横力が発生し
ている．このように 50 度程度の大迎角時に細長物体周り
流れが非対称となる事は，過去の研究においても知られて
いる 31)．そして図 9e, f のリミタ無しの場合には，更に非
対称性が顕著となっており，この時の横力係数は
|CY|=0.812 である．つまりポストリミタ 3 を使用する事で，
低速流れの三次元非構造格子計算においても，不要な箇所
で minmod リミタの働きが抑制され，リミタ無しで得られ
る本来の非対称流れにより近い数値解が得られたと言える．
なお同様の傾向は，機体に 45 度のロール角を持たせた場
合においても見られた（図は省略）．
このように「リミタ無し」で計算可能である事があらか
じめ分かっている場合においては，もちろんリミタ無しで
計算する事が望ましい．しかし実際の多くの解析対象にお
いては低速から高速の流れが混在し，高速領域で現れる衝
撃波を安定に計算するためには結局，全計算領域に対しリ
ミタが必要となる．よってリミタを使用しつつ，一部の低

M=0.1, Re=118 球周り流れの圧力分布 (a) minmod のみ，(b) minmod + ポストリミタ 3．

a) Grid

b)
Coarse,
Hishida(vL) only

S: Separation
c)
Coarse,
Hishida(vL)+
Post Limiter3

d)
Baseline,
Hishida(vL) only

S

R: Reattachment

S

R

図 7 M=0.2, Re=23000, α=6 deg. のフクロウ翼 (a)計算格子，および (b) Coarse (Hishida(vL)のみ), (c) Coarse (Hishida(vL) +
ポストリミタ 3), (d) Baseline (Hishida(vL)のみ)の計算結果．
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速領域においてリミタを不活性化するポストリミタは解像
度・ロバスト性の両面から良い手段と言える．
4-1-4 三次元航空機周り低速バフェット流れ（M=0.25,
Re=1.16×107, α=18deg.）
ここでは実用的な流れとして三次元航空機周りの非定常
乱流を扱う 32)．機体および計算格子の形状は図 10a に一部
示す通りであり，総セル数は 2280 万程度である．またこの
計算格子の特徴として，ダーティ・セル，すなわち品質の
悪いセル（図 4）を壁付近に多く含んでいる．こうしたセ
ルが作られる事は実用計算では珍しくなく，通常そこでは
リミタが用いられる事で計算が安定化する．
制限関数は Hishida (vL)リミタ 33)，数値流束は SLAU，
勾配計算は Green-Gauss，乱流モデルは DDES，時間積分
に LU-SGS＋後退差分（内部反復 5 回，CFL≈100,000）を
用いて非定常計算を行った．その結果，「リミタ無し」や
「Hishida (vL)リミタ＋ポストリミタ 1」，「Hishida (vL)

図 8 再使用ロケット形状に対する計算格子
a) minmod
(pressure)

–only
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リミタ＋ポストリミタ 2」では計算が途中で発散してしま
った．これはダーティ・セルで計算が不安定化したためと
考えられる．一方で「Hishida (vL)リミタのみ」，もしく
は「Hishida (vL)リミタ＋ポストリミタ 3」では計算を行う
事ができた．この時，両者の計算結果はほぼ一致した（翼
後流におけるパワースペクトル密度分布がほぼ一致，図
10b：縦軸は[/Hz]，横軸は周波数[Hz]）．つまりこの場合，
「ポストリミタ 3 はダーティ・セルを適切に検知し，リミ
タを有効化する事に成功した」と言える．
a) Grid

b) Power Spectral Densities

図 10 三次元航空機周りの (a)計算格子および(b)計算結
果（主翼後流のパワースペクトル密度分布）．
b) minmod –only (axial
vorticity)

CY

|CY|=0.052
d)
minmod + Post
Limiter3 (axial vorticity)

c) minmod + Post
Limiter3 (pressure)

|CY|=0.312
c)
no
(pressure)

d)
no limiter (axial
vorticity)

limiter

|CY|=0.812
図 9 M=0.08643, Re=6x105, α=50 deg. の再使用ロケット形状周り流れの計算結果 (a) minmod のみ (圧力), (b) minmod のみ (軸
方向渦度), (c) minmod + ポストリミタ 3 (圧力), (d) minmod + ポストリミタ 3 (軸方向渦度), (e) リミタ無し (圧力), (f) リミタ無
し (軸方向渦度)

This document is provided by JAXA.

94

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-004

4-2 超音速流れ
超音速流れにおいては，i) ポストリミタ 3 を用い，ii) 衝
撃波と格子形状の位置関係に留意する（すなわち，セル・
サイズの変化が大きい箇所を衝撃波が通過しないようにす
る）事で，従来法（ポストリミタ無し）に比べて高い解像
度を有する数値解を安定に得られる事が確認された．紙面
の都合上，結果の詳細は講演集論文（1D12）に譲る．
５．まとめ
可能な限りリミタ（制限関数）を使わない事で空間 2 次
精度を極力維持するポストリミタを，三次元非構造格子に
拡張した．このとき，「セル界面の面積」およびこれを共
有する「セルの体積」のみを用いて「セル・アスペクト比
に相当する値(cell-aspect-ratio-like number)」を導入し，この
簡単な指標を利用して品質の悪いセル（＝ダーティ・セ
ル）を検出した．
こうしてダーティ・セル以外でのみポストリミタが働く
「ポストリミタ 3」を提案し，JAXA の三次元非構造格子
流体ソルバ「FaSTAR」に実装した結果，品質の良い計算
格子では解像度が向上した．一方で品質の悪い格子でも，
計算を正常に行えるようになった．更にセル・サイズが大
きく変化する箇所を衝撃波から離して配置すれば，超音速
流れでも高解像度の計算を安定に行う事ができた．
謝辞
本研究の流体計算には JAXA 開発の FaSTAR を，一部の
計算格子生成には同 HexaGrid を利用した．また計算の一
部は JAXA スパコン JSS2 を利用して行った．横浜国立大
学の高濱俊匡氏，高林航輝氏，山形龍介氏，稲富彩乃氏，
原田敏明氏，福本堪太氏には計算の一部を実行いただいた．
菱友システムズの林謙司氏にはダーティ・セルの抽出，可
視化を行っていただいた．ご協力いただいた皆様に感謝の
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実験によるパラメータチューニングを必要としない
新しい乱流噴霧ハイブリッド LES コードの開発
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Development of a novel hybrid LES spray code
free of empirical parameter tuning
by
J. Shinjo, A. Umemura
ABSTRACT
Conventional spray simulation codes, including commercial codes, require parameter tuning using experimental data due to the fact that the
models included are not closed since they are not necessarily based on a thorough understanding of related physical mechanisms such as
liquid atomization. This makes the predictability of simulation low, which has been a critical issue for decades. Our previous findings on
liquid atomization mechanisms through detailed spray/droplet simulations, microgravity experiments of liquid jet pinch-off, theoretical
considerations, etc. have paved the way to overcome this issue, and we have proposed a hybrid spray LES (large-eddy simulation) code
with a novel turbulent atomization model. The turbulent atomization model features that the main atomization modes are driven by
turbulent resonance or Rayleigh-Taylor (RT) instability, and the LES-resolved liquid surface information, such as turbulent Weber number
and turbulent Bond number, determines the mode and timing of atomization. Several test cases for Diesel fuel injection are conducted to
examine the validity of the model, and the obtained results indicate that the present code quite accurately reproduce the global
characteristics such as the initial liquid behavior, spray spreading angle and droplet distribution. In addition, more detailed information on
the atomization mode, the effect of flow Reynolds number, detailed flow structures, etc. is obtained and gives insight on the spray
development mechanisms. For the first time, the present code has enabled a spray simulation free of parameter tuning and expected to
improve the predictability of spray simulation both in academic studies and industrial applications.
１．はじめに
乱流噴霧は自動車や航空機のエンジンをはじめとして工
学的に応用範囲が広く、古くから実用上用いられている。
しかしながら、スケールが数μm の液滴から数十 cm の燃焼
器まで幅広いことと、乱流状態の気液二相流であることか
ら、現象は非常に複雑でありまだ完全に解明されているわ
けではない。
液体燃料エンジンで燃料噴霧のシミュレーションを行お
うとすると、とたんに困難に直面する。すなわち、噴射ノ
ズル直下の濃い噴霧（一次微粒化領域）から下流の薄い噴
霧までを一貫して解こうとするとスケールと気液割合の変
化幅が大きすぎてうまく解けないのである。例えば、ノズ
ル直下では液滴の生成（微粒化）が表面近傍の物理現象に
よって起こるため、気液界面を追跡しようとすると非常に
解像度の高い格子が必要になる[1-3]。そのため計算機資源
の制約から計算領域はごく小さい領域に限られる。一方、
下流側では気相の渦スケールは液滴よりも十分に大きいの
で液滴を点近似する手法が使えるが、この手法では上流側
境界条件において液滴の分布をどのように与えるかで苦心
する。なぜなら、この方法ではノズル直下領域は解けない
のであるが、解けない領域からの情報を入れこまないとい
けないからである。もちろん、物理的にはこれらの領域と
スケールは連続しており、両者は互いに強く影響するため
本来は分離できない。
従来の典型的な噴霧コードでは、ノズル直下の濃い噴霧
領域をモデル化し、それより下流の薄い噴霧領域のみを解
く。そのノズル直下のモデルの代表例が Blob モデルである
[4]。 こ の モ デ ル で は、 ノ ズ ル か ら 口 径 と 同 程 度 の液塊
（blob）が噴射され、その液塊が次第に分裂して小液滴に
なっていくと仮定している。コーディングは簡便でよいが、
実際の物理は正しく反映していない。その代償として、モ
デルの中に経験的にしか決められないパラメータがいくつ
か残る。そのため実際の運用では、実験結果を見ながらそ
れらのパラメータを調節し数値計算結果を合わせていく、

いわゆるパラメータチューニングが必須となる。しかし、
これは本末転倒である。本来は予測のためにシミュレーシ
ョンをやっているのであり、実験結果がなくても計算は閉
じていなければならない。
上記の状態は数十年来解決していない。近年も、モデル
のいくつかの改善提案がなされているが、完全には成功し
てない。例えば、Navarro-Martinez[5]は、微粒化はエネルギ
ー分配側であることから表面積の増大をエネルギー変換に
絡めてモデル化している。しかしながら、微粒化のメカニ
ズムの理解が不十分であり、微粒化後の表面エネルギーは
ある時定数で平衡状態に落ち着くはずであるとしか考慮さ
れておらず本質的な物理過程が正しく入っていない。この
ため、既存の手法と同じくケースごとにチューニングが要
る経験的パラメータ（ここでは時定数）が残ったまますべ
ての責任をここに押し込めており、本質的には問題は何も
解決していない。
この解決のためには、微粒化物理の正しい理解が必要で
ある。我々は、これまでの研究で微粒化物理の解明を詳細
に行ってきた[1-3,6-9]。その結果、いくつかの重要な知見
を得た。それらには、表面張力波の働き、界面不安定性、
乱流化、液滴と気相の干渉などを含む。これらの知見に基
づき、物理的に正しい乱流微粒化のモデルを提案した
[10,11]。本研究では、その乱流微粒化モデルを実際にコー
ディングし、その有効性を実証することを目的とする。目
指すべきコードは、産業利用にも資するべく低負荷で物理
的に妥当な結果を出すように設計する。次章以降で、モデ
ルの詳細を記述する。
２．微粒化モデルとコード
先述の通り、乱流噴霧はマルチスケール現象であるが、
本コードは噴霧全体の挙動について精度を損なわずかつ低
負荷で予測することを目的とし、以下のアプローチをとる。
すなわち、（１）large-eddy simulation（LES）で乱流を解
く。（２）ノズル直下は液体コアの気液界面を Euler 法で

This document is provided by JAXA.

96

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-004

解く。ただし直接計算ほどの格子は配しない。噴霧下流部
は液滴を点近似し Lagrange 法で解くハイブリッド型にする。
（３）さらに（２）で粗くした界面解像を補償するため、
液滴の生成には新しく提案した乱流微粒化モデル[10,11]を
組み込む。なお、乱流微粒化モデルで生成されるのはサブ
グリッドスケールの液滴であり、グリッドスケールで捉え
られる構造に関しては直接解像する。図 1 にその模式図を
示す。このアプローチにより、ノズル出口の濃い噴霧領域
と下流の薄い噴霧領域が連続的に接続される。
気液界面を含む Euler 部の支配方程式はまとめて書くと
[12,13]

∂f
+ (u ⋅ ∇)f = g + S
∂t

(1)

ここで、

f = ( ρ , u, T , Yi )

(2)



P ∇ ⋅u
∇p
g =  − ρ∇ ⋅ u,−
+ Q u ,− TH
+ QT , QYi 
c
ρ
ρ
v



(3)

である。また PTH = T (∂p / ∂T ) ρ であり、Qu, QT, QYi は粘性、
熱伝導、拡散の項である。S は Lagrange 液滴との双方向カ
ップリング項を表す。さらに界面で蒸発がある場合は蒸発
ソース項が加わる[12,13]。これらの式をフィルタリングし
た後に閉じずに残るサブグリッドスケール（SGS）項には、
ここでは標準的なスマゴリンスキーモデルを用いた。
気液界面の追跡にはレベルセット法を主として用いる[13,12,13]。レベルセット関数（界面からの符号付距離関数）
の従う方程式は
(4)
∂ t F + (u ⋅ ∇) F = − ∇F sL
である。右辺の項から、微粒化による気液界面後退速度

sL = dN / dt によっても形状が変わることが分かる。蒸発
のある場合にはさらに蒸発による界面後退速度を組み入れ
る[12,13]。

図 2 乱流微粒化のコンセプト。左側に乱流渦共
鳴によるメカニズムを示す。右側のように局所的
に表面加速度が大きいときは RT 不安定による液
滴放出も起こる場合がある。
乱流渦の大きさはさまざまであるが、液滴が飛び出すに
は表面変形が乱流渦と共鳴してその振幅を増すことが条件
になる[10,11]。この共鳴条件は以下のように表される。

 l 2 Bo l  1  ρL + ρG (αh)2We
  −   = 

2  λ  2  ρL
2B 
 λ 

(5)

ここで、l は参照乱数スケール（格子幅の約 3 倍）、λは渦
波長、B はサブグリッド乱流モデルからくる定数（=5.57）、
ρL は液体密度、ρG は気体密度である。Bo は表面加速度 g
の効果を示す乱流ボンド数

Bo =

1 (ρL − ρG ) gl2
(2π )2
σ

(6)

であり、We は乱流ウェーバー数

We =

ρL (2kL )l
σ

(7)

であり、ともに界面で定義される局所の量であることに注
意されたい。ここで、 σは表面張力係数、kL は液体乱流エ
ネルギーである。Bo は表面加速度 g の効果を含み、表面加
速度は表面垂直方向加速度と遠心力（曲率）効果に分ける
ことができる。αh は格子内の液面位置（ αはλ の波数）に
相当し、実現（realization）ごとに異なる値をとる（図 3）。
式(5)はλ/l に関する 3 次方程式であり、各パラメータの条
件によって存在する解のモード（RT 解および共鳴解）が
変わる。液滴の径 d は Lang 条件によりλと関連付けられる
（d=0.34λ）[8-11]。

図 1 本計算での噴霧シミュレーションのアプロ
ーチ。一次微粒化領域（左側）では液面を粗い格
子で解き、液滴をモデルで与える。一方、下流側
では従来のように液滴を点近似して解く。
乱流微粒化モデルは、液相内の乱流渦の運動を考えるこ
とで構築し、液滴を Lagrange 粒子として生成する。模式図
を図 2 に示す[10,11]。乱流渦と表面変形が共鳴したとき、
液面の変形は振幅が増大しやがて液糸状に飛び出し、その
先端から液滴を生成する（共鳴モード）。なお、界面の大
変形は例えば Kelvin-Helmholtz 不安定などの機構が働くこ
とによっておこる。大変形時には Rayleigh-Taylor（RT）不
安定（局所加速度による変形）によって液滴が飛び出すこ
ともあり（RT モード）、それも併せて描いてある。

図3

乱流微粒化の格子内のコンセプト[10]。波長

λ の波が発達し飛び出し条件を満たすと液滴が生
成される。格子内の液面の高さが h である。

共鳴解の場合、実際には取りうるαh は確率的である。図
4 に例として We=1000 でのサブグリッド微粒化が実現する
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領域を示す。上下の線は乱流渦ターンオーバー時間（ΩL-1,
ΩL は液相内の表面せん断率）からくる。左側の斜めの境界
はサブグリッド条件（ここではλ<CΔL, ΔL は格子幅、C は
格子幅に対する波長の最大値を設定する係数で図では例と
して 1 としてある）を表す。この 3 線に囲まれた領域が実
現域である。LES 上で与える液滴情報（乱流微粒化モデル
で生成する液滴の情報）を得るには、乱流渦のターンオー
バー時間の範囲内でアンサンブル平均をとる。実際のコー
ディングではこの結果をテーブルとしてあらかじめ持って
おく。そして、気液の Euler 計算の部分により表面情報を
得ることができるので、組み込んだテーブルを参照してサ
ブグリッド液滴の情報を得る。

表 1. 流れ条件。最上段は共通条件を表す。
雰囲気圧
P (MPa)

We=1000 でのサブグリッド微粒化実現域

Lagrange 粒子となった液滴の追跡には標準的な表式であ
る

dxd
= ud
dt
dud f1
= (u f − ud )
dt τ d

(8)
(9)

を用いる[14]。添え字 d は液滴、f は気相を表す。式(9)の右
辺は抗力を表す。なお、蒸発を考慮する場合には、液滴の
温度と質量（あるいは径）を追加して追跡する。本コード
にはすでに蒸発効果は組み込んであるが、今回の計算では
使用しないため説明は省略する。
３．問題設定
コードの検証のために、自動車エンジンのディーゼル燃
料噴霧を模擬して 3 つのケースを計算する[11,15]。ベース
ライン（ケース１）として、実条件に近い噴霧を計算する
ため、口径 0.3mm の噴射孔から 200m/s での噴射を行う。
また、過去の DNS[1-3]と合わせたもの、すなわち 0.1mm
の口径の噴射孔から 100m/s での噴射を行ったものをケース
2 とする。最後に、Faeth ら[16]の実験データを参照するた
めに、大きめの噴射孔（口径 3.6mm）から 100m/s で水を噴
いたものをケース 3 とする。初期の空気は静止しているも
のとするため、流れを駆動するのは噴射する液体の運動エ
ネルギーのみである。本計算ではノズル出口に乱流条件
（Digital Filtering によりノズル出口を模擬した乱流成分
[17]）を与える。
それぞれのケースの流れ条件を表 1 に示す。ここでのウ
ェーバー数、レイノルズ数は液相の値と噴射孔直径をベー
スにしたバルクのものである。先述の局所の乱流ウェーバ
ー数とは意味が異なるので注意されたい。ケース間で液体
レイノルズ数が異なるが、その影響が微粒化や噴霧の形成
にどのような影響を与えるかを調べていく。

液相粘性
μL (Pa·s)

気相密度
ρG (kg/m3)

3

34.5

ケース
1
2
3
ケース

1
2
3
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気相粘性

μG (Pa·s)

790×10-6

30.0×10-3
30.0×10-3
70.0×10-3

18.9×10-6

848
848
1000

液相速度
U (m/s)
200
100
100

液相 Re 数
ρ UD
Re = L
μL
6.4×104
1.1×104
4.6×105

液相 We 数
ρ U 2D
We = L
σ
3.4×105
2.8×104
5.1×105

噴射孔直径
D (mm)
0.3
0.1
3.6
表面張力
σ (Ν/m)

気相速
度 (m/s)

液相密度

ρL (kg/m3)

0

格子系は直交等間隔格子とした。過去の直接計算[1-3]で
は格子解像度はノズル直径に 260 点であったが、本計算で
はいくつかの試行計算の後にノズル直径に 12 点とした。
計算領域はノズル直径を D として、今回の計算ではケー
ス 1 に 82D×11.5D×11.5D、ケース 2 と 3 に約 47D×10D×
10D とした。計算領域はサブ領域に分割したうえで MPI
で並列化した。なお、過去の直接計算[1-3]では計算領域は
14.6D×4.5D×4.5D 程度である。また、直接計算の総格子
点数は（小さい領域に対してでも）約 60 億点であったが、
今回の計算は約 900 万～1800 万点である。液滴生成を直
接解像しないため、格子解像度の要求が相当に緩和されて
実スケールの解析が可能になっている。1 ケースの計算時
間は計算機にもよるが、今回は最大 7 台で構成された標準
的 PC クラスタで数日（2～5 日）程度である。
４．結果および考察
図 5 に、ケース 1 での噴霧の発達の様子を示す。噴霧全
体と内部の液柱コアに分けて描いてあり、液滴上の色は軸
方向速度 ud(m/s)、液柱コア上の色は微粒化による表面後退
速度 dN/dt(m/s)である。時間はノズル直径と噴射速度を用
いて無次元化してある。初期には液柱が静止空気に衝突す
ることで先頭が巻き上がって傘状になりそのエッジから微
粒化する。なお、このエッジからの微粒化は RT モードで
ある。ここでは、大きな乱流 Bo 数が観察され（曲率を持
った加速効果による）、継続的に RT 微粒化する。その後、
液柱コアからの微粒化も起こり、そのために液柱コアは次
第に細くなり、同時に傘も小さくなっていき最終的には傘
は先頭からは消えて液柱コアはコーン状の形状になる。

~

(a) t = 40
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~

(a) t = 30

~

(b) t = 80

~

(b) t = 60
図 6 ケース 2 の噴霧の発達の様子

~

(c) t = 110
図 5 ケース 1 の噴霧の発達の様子
ケース 3 の噴霧の発達の様子は、図 5 のケース 1 の発達
と似ているが、ケース 2 の場合、図 6 に示すように、液柱
コアの細り方が遅くなる。比較のため、先頭傘が消えた時
の液柱コアの等価直径の様子を図 7 に示す。次に、この違
いがどこから来るのかを考察する。

図 7 液柱コアの等価直径の軸方向分布。ケース
2 は細り方が遅いので計算ではすべてとらえてい
ないが傾向では点線のようになる。矢印は先頭の
傘が切れたことを示す。
微粒化の起こり方には、2 つのモードがある。このうち、
ノズル直下から液柱コアに起こるのは共鳴モードである。
なぜなら、図 8 に示すように乱流 We 数が大きいからであ
る。ケース間の違い（時間変動も含む）はあるものの、総
じて共鳴モードを起こすのに十分である。この乱流 We は
下流に行くほど平均的には-2/3 のスロープ（境界層の発達
を考えれば出てくる）に沿って減少する。これは、液相内
の乱流運動エネルギーを気相の運動エネルギーおよび微粒
化による液滴表面エネルギーに分配していることに他なら
ないから、自然である。したがって、これはある程度下流
に行けば共鳴モードは維持できなくなることを意味してい
る。実際、Hoyt & Taylor の実験では、ノズル直下では表面
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の細かい波打ちと小液滴の微粒化が観察されたが、液噴流
が下流に行くと再層流化し、液柱コアが直径の数百倍の下
流まで伸びた結果が示されている[6]。しかし、ここで仮に
RT モードの励起があれば、下流で再層流化することなく
さらに微粒化を継続することができる。図 9 にケース 1 と
2 の乱流 Bo 数と表面後退速度の分布を示す。表面後退速度
は RT モードのほうが大きくなるため、乱流 Bo 数と合わ
せると RT モードが起こっているかいないかが分かる。こ
の結果から、ケース 1 では下流で RT モードが激しく起こ
り、コアの細りが（若干加速されながら）継続されており
（図 7）、ケース 2 では RT モードが大きく起こらないた
めコアの細りが遅い（図 7）ことが分かる。この違いはバ
ルクの液相 Re 数の違いによるものである。ケース 3 では
さらに大きな Re 数のため、ケース 1 に類似して RT モード
が激しく起こるが、スペースの都合上ここでは示さない。
以上により、液柱コアでの微粒化の振る舞いを説明するこ
とができた。
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次に液滴の動きを見る。図 10(a)にケース 1 での時刻 110
での噴霧の様子を示す。図の青い線は軸方向位置が x/D=10,
30, 50 の位置を示す。図 10(b)にあるように、軸方向の気相
の動きは液滴が引き起こしている。ここで、速度分布は周
方向に平均してある。液滴は液柱コアと同程度の軸方向速
度を有し、気相を強く引きずる。また、液滴の個数が多い
ため、気相は液滴に追従し同程度の軸方向速度を持ってい
る。なお、液柱コア内の速度（図 10(a)では白抜き四角)は
ノズル直下では乱流境界層の平均分布をしているので表面
でのせん断が大きいが、下流に行くにつれてせん断粘性に
よってフラット化されていくのにも注意されたい。これは
図 8 で見たのと同じことである。半径方向には、液滴は打
ち出し速度を持っているのでコアからしばらくは外向きの
速度を持っている（図 10(c)）。一方、この部分の気相はコ
アが背後の壁面の役割を果たしているので圧力の関係で完
全には液滴に追従できず、速度差が残る。一方、噴霧の外
側からは軸方向の運動に対応してコアに向かった気相の流
れ（図 10(c)での負の速度域）ができる。これは空気のエン
トレインメントである。このコア方向の気相流れと外向き
の液滴がぶつかると液滴の外方向の速度は急激に減少し、
噴霧の外縁が形成されていく。

~

(a) シャドーグラフ化した噴霧（ケース 1 at t = 110 ）
図8

~

時刻 t = 60 におけるコア表面の乱流 We の分布

~

(a) ケース 1 at t = 110

~

(b) ケース 2 at t = 60
図 9 液柱コア上の乱流 Bo 数の分布（実線）。
点線が対応する表面後退速度。

(b) 軸方向速度 at x/D=10, 30 and 50（上から）
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ていると言える。本手法は計算負荷も軽く、研究や産業界
での使用にも有効であると考える。

図 12 ザウタ平均粒径の比較。背景の図は Faeth
ら[16]から再構成した。
５．結論
新しい乱流微粒化モデルによる新しい噴霧コードを提案
し、実証した。結果は非常に良好で、実験結果とのすり合
わせ（チューニング）も一切行っていない。この結果はこ
れまでの噴霧シミュレーションの精度の限界を打ち破る可
能性を秘めており、研究のみならず産業界での幅広い使用
が期待される。
なお、アップデートを行ったため前刷りや実際の講演時
の内容に比して一部異なった内容になっています。

(c) 半径方向速度 at x/D=10, 30 and 50（上から）
図 10 噴霧内部の速度分布
グローバルな噴霧角を図 11 に示す。実験[18-21]によりば
らつきはあるが、本計算結果はよい一致を示している。最
後に、ザウタ平均粒径を図 12 に示す。Faeth ら[16]の集め
た実験結果と比較してある。実験ではノズル直下で小さい
平均粒径であったものが下流にいくと大きくなることが示
されているが、本計算結果もいい一致を示している。

図 11 噴霧角。実験データは[18-21]による。
以上により、本研究で提案した新しい乱流微粒化モデル
を組み込んだハイブリッド LES が噴霧の計算に有効である
ことが実証された。これまでの手法と異なり、実験結果を
見ながらのパラメータチューニングは一切行っていない。
むしろ、実験結果の詳細は計算後に見たため、いわゆるブ
ラインドテストになっており、本計算手法の有効性を示し
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円筒容器内渦崩壊現象のフル三次元シミュレーション
山田健翔，鈴木宏二郎
東京大学

Full 3D simulation of vortex breakdown in closed cylinder with rotating bottom
by
Kento Yamada, and Kojiro Suzuki
ABSTRACT
Because of the singularity of the center axis, there is difficulty to accurately simulate a flow close to the axis. Vortex breakdown is known
as a typical phenomenon, which takes place near the axis, and then, it is significantly important to resolve the flow around the axis. In this
paper, a fully three-dimensional incompressible flow was simulated in a cylindrical coordinate system by a staggered mesh without
artificial viscosity. In such a configuration, solving a radial momentum equation on the axis is required but it has singularity on the axis.
Here, the singularity was removed by L’Hospital’s rule and the radial momentum equation was solved on the axis. In order to prevent the
radial velocity component on the axis from a multi-value function, single-valued-reconstruction was applied. Under these considerations, a
swirling flow in a closed cylinder with a rotating bottom was numerically simulated and the flow structure of a vortex breakdown, which
was a bubble type, was examined. Although our result showed non-zero velocity in the radial direction on the axis, it reduced to a machine
zero as the continuity equation converges. At last, it was shown that the topology of a bubble-type vortex breakdown lead to that of an
axisymmetric spherical vortex (a spheromak).

１．はじめに
渦崩壊現象は縦渦に見られる流体現象の一つであり、
可視化実験の結果から崩壊にはいくつかのパターンが存
在することが知られている 1)。その内最もシンプルなも
のはバブル型渦崩壊であり、その流線の構造は図１のよ
うに示され、縦渦の回転軸上に淀み点対と再循環領域
（以下バブル）が形成される。近年、このバブルを介し
た流体のやりとりが、流体の閉じ込めへの応用といった
観点から注目されている 2)。それには再循環領域周りの
流線のトポロジーを解明する必要がある。
円筒容器内に密閉された流体を考える。底面の一つを
回転させると、円筒容器の中心軸に沿って縦渦が形成さ
れる。この流れ場は容器のアスペクト比（＝高さと半径
の比）と回転数で無次元化されたレイノルズ数によって
支配され、あるパラメータの領域で渦崩壊現象が存在す
ることが実験的に知られている 3)。Escudier は図 2 に示す
ような渦崩壊現象の発生領域を前述のパラメータ空間に
プロットしている 3)。図に示されるように、この渦崩壊
現象には定常状態が存在し、最大 3 個のバブルが軸に沿
って現れる。その際に発生するバブルは高い軸対称性を
持つことが知られている。
バブル型渦崩壊に伴う再循環領域のトポロジーの解析

はいくつかの試みがなされている。軸対称性の仮定の下
では、図 3 に示されるように、再循環領域の内部と外部
は dividing streamline によって仕切られており、球殻状の
spheromak（球渦）を形成することが力学系理論の観点か
ら示されている 4,5)。この球渦は非軸対称な擾乱に対して
非常に敏感であることが理論的な観点から知られている
6) 。実験では回転軸の微小なずれなどがトポロジーを大
いに乱す原因と考えられており 7)、数値計算でも回転軸
周りをデカルト座標で格子形成を行った場合は、球渦の
トポロジーが乱される結果が得られているが 8)、これに
対しては回転流れをデカルト座標で解く際に周方向の変
動が正確に評価されない点が指摘されている 9)。
本研究では、円筒容器内の渦崩壊現象について、円筒
座標表示の非圧縮ナヴィエ・ストークス方程式をスタガ
ード格子において直接離散化することで離散化誤差を極
力排し、また離散化手法についても中心差分法のみを適
用することで人工粘性の影響も排した数値計算を行い、
軸対称性を仮定しない流れ場での定常なバブルのトポロ
ジーについて考察を行う。その際に半径方向速度につい
て軸上の値を算出することが求められるが、本研究では
軸上の運動方程式を解くことでその値を与える。

図 1 バブル型渦崩壊現象の構造
図 2 円筒容器内流れのバブル発生領域
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ここで周方向の対流項には角速度が導入されている。こ
の方程式についても他の場所と同様の離散化を施すこと
が可能だが、その際周方向に 180 度回転した場合の離散
化式について元の式と整合性が保たれるよう注意する必
要がある。幾何学的な条件から速度ベクトル及び圧力に
ついては次のような関係式が存在する。

u  r , , z  u r ,   , z 
v r , , z  vr ,   , z 
w r , , z   wr ,   , z 
p r , , z   pr ,   , z 

(6)
(7)
(8)
(9)

式(6)、(7)より、式(5)を離散化する際に、整合性を保つ
にはもう一つ以下のような条件が必要となる。

r  r , , z  r r ,   , z 

図 3 軸対称バブルのトポロジー

この条件は一見目新しく感じられるが、式(5)で導入され
た角速度について同様の条件を考えると、これは自然な
条件であることが判明する。周方向速度の軸をまたいだ
条件式が式(7)で与えられる一方、角速度は以下のような
条件式で結ばれると考えられる。

２．数値的解法
円筒座標表示の非圧縮性流体の支配方程式は以下のよ
うに書かれる。

u u 1 v w
 

0
r r r  z

(10)

(1)
2

u
u v u
u v
p
u

w  

t
r r 
z r
r
2
2
1   u 1 u u 1  u 2 v  2u 




 


Re  r 2 r r r 2 r 2  2 r 2  z 2 
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Re  r 2 r r r 2  2 z 2 

(4)

  r , , z   r ,   , z 

(11)

角速度は周方向速度を半径で割ることで得られることか
ら式(7)と式(11)より式(10)は自然に導かれる。以上から、
式(5)に対しても補間型中心差分法及び通常の中心差分法
が自然に適用できるとわかる。
また式(5)はそれぞれの角度について解かれるため、そ
のままでは半径方向速度が多価関数となってしまう。し
たがって、以下のように各半径方向速度について和を取
り平均化する手法によって 12)、軸上の値の一意性を保証
している。

U

2
N

N 1

 u0, , z cos
k 0

k

k

(12)

これをスタガード格子で離散化することを考える。極座
標を含むスタガード格子は図 4 のように示される。図 4
上部に示されるようなスタガード格子は、図 4 下部に示
される計算空間に書くことが出来、青色で示される速度
成分は周期的な条件から値を計算する必要がない場所を
表している。図の配置に従って離散化を行う際に半径方
向速度の軸上での値が必要となるが、軸の特異性から運
動方程式をそのままの形で解くことはできないため、周
辺の半径方向速度から補間を行う方法や 10)、軸上の周方
向速度から幾何学的な関係を用いて一意な半径方向速度
を求める方法や 11)、ロピタルの定理などを用いて特異性
を回避した運動方程式を解く方法がある 12)。本研究にお
いては、ロピタルの定理を用いて特異性を回避した以下
の方程式を用いる。

u
u
u
u
p 1
u 
w   
t
r

z
r Re
2
2
  u   u    1  u 1 v   2u 
2 2     



 r
r  r  r  r  2 r   z 2 


(5)

図 4 極座標におけるスタガード格子
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(13)
(14)

計算法には SMAC 法を採用した 13)。時間積分法につい
ては、予測速度を導出する段階では対流項に三次精度ア
ダムス・バッシュフォース法を、粘性項に二次精度クラ
ンク・ニコルソン法を適用し、圧力ポテンシャルを解く
段階では、周方向に四次の実効波数を持つフーリエ変換
を施したポアソン方程式を緩和係数 1.2 の SOR 法によっ
て解いており、求めたポテンシャルから一次精度陽解法
を用いて速度を修正している。対流項の離散化手法には
二次精度補間型中心差分法を用いることでチェッカーボ
ード不安定を防ぎつつ中心差分を維持しており 14)、その
他の項には通常の二次精度中心差分法を用いた。
境界条件については、回転壁を剛体回転として、その
他の壁を滑り無し条件、軸上については周方向速度、軸
方向速度、圧力ポテンシャルを、軸をまたいで反対側の
値を境界値として与えている。
３．結果および考察
前章で述べた通り、本研究では円筒容器内の渦崩壊現
象を再現する。この流れは詳細な実験データが存在し、
3)数値計算も実験結果とよく一致することが知られてい
る。15)著者らも軸対称流れの数値計算において実験結果
と極めて良好な一致を得ており 5)、本計算は軸対称流れ
における計算結果と比較することで検証を行う。今回計
算するケースはレイノルズ数 1080、アスペクト比 1.5 の
場合で、ほぼ球状の再循環領域が形成される定常解が存
在する。格子数は半径方向に 256 点、周方向に 64 点、
高さ方向に 384 点の等間隔格子（約 600 万点）で、CFL
数は 0.8 を超えない値に設定している。
図 5 には本研究で計算された結果と、著者らが以前軸
対称計算によって得た結果 5)を示している。図 5 上部は
中心軸に沿って形成される縦渦近傍の三次元流線と、圧
力ポテンシャルの等高線図の Y=0 断面図が示されてい
る。流線からは縦渦の回転軸に沿って球状の再循環領域
が形成されている様子が見られている。一方、図 5 下部
は軸対称二次元流線と圧力ポテンシャルの等高線図が示
されており、同様に再循環領域が縦渦の回転軸に沿って
形成されているようすが見て取れる。両者を比較すると、
再循環領域の位置やサイズ、圧力ポテンシャルの値域と
等高線図は良い一致を示している。計算結果の速度の発
散は O(10-11)という充分小さい値まで収束しており、そ
の収束に伴い軸上の半径方向速度も小さくなっていくと
いう結果が得られている。最終的な段階における速度の
発散と軸上の半径方向速度の最大値を表 1 にまとめた。
この計算結果についてバブルの詳細な構造を把握する
ため、図 6 に速度ベクトル場を時間積分して得られた結
果を示す。この曲線はバブルの上流から放たれた非拡散
粒子の挙動を表しており、図に見られる通り、長時間の
積分の後も実験結果のような非軸対称的な擾乱の影響が
確認されることはなく、バブルの外に流線が出てくる様
子もなかった。これにはわずかながら速度の発散が真に
零でないことが影響していると考えられるが、速度の発
散の収束からみてその影響は非常に小さい。また、発散
表 1 無次元時間 t=1800 における諸量
2.00x10-11
セル当たりの速度の発散
1.37x10-12
軸上の半径方向速度の最大値

図 5 三次元計算結果と軸対称計算結果 5)の比較

の収束に伴い軸上の半径方向速度の値も小さくなること
から、三次元バブルのトポロジーは最終的には完全な軸
対称球渦へと近づいていくと考えられる。この結果はバ
ブルの発生直後であるため、バブルが次第に大きくなる
につれてバブルのトポロジーの軸対称性に破れが見られ
るかについては、今後の更なる調査が期待される。
４．結論
円筒容器内の渦崩壊現象について、軸対称性の仮定の
ない流れ場に生じるバブル型渦崩壊のトポロジーを数値的
に解析し、考察を行った。計算には、円筒座標表示の非圧
縮性ナヴィエ・ストークス方程式をスタガード座標で離散
化したものを用い、特異性が現れる中心軸上の半径方向運
動方程式については、ロピタルの定理を用いて特異性を排
除した。計算結果は著者らの軸対称計算の結果と比較・検
証され、バブルの位置、大きさ共に非常に良い一致を示し
た。軸対称性の破れを示唆する軸上の半径方向速度につい
ては、速度の発散の収束と共に減少の傾向にあり、また、
速度の発散より一桁小さい値となっていた。結果として、
バブルのトポロジーに非軸対称擾乱による球渦の乱れは確
認されず、最終的な状態は軸対称球渦のトポロジーが確認
されていると結論付けられた。本論文で計算されたケース
はバブルが発生し始める領域であり、バブルのサイズも小
さい。バブルが大きくなっていったときに非軸対称擾乱の
影響がどのように変化していくかについては、今後の更な
る調査が期待される。
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図 6 バブル近傍の流れ場の構造
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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.
distribution.
the engine.

The engine tested at the flight condition of Mach 6 showed very steep fuel

The fuel injected from the vertical injector on the side wall stays near the side wall and the tap wall along
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 and aerodynamic effects of
strut.

In this paper the authors describe results of trial combustion CFD in two engine configurations including the

improved one.

れたことも紹介されている(3)。

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

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

ンジン（Supersonic Combustion Ramjet Engine）のことであり、将来

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

の極超音速推進機関として、米国、西欧、ロシア、豪州、インド、

空宇宙技術研究所以来ラムジェットエンジン試験設備（RamJet

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亘

Engine Test Facility : RJTF）(4)を用いた２ｍ級サブスケールエンジン

っている。飛行試験では比較的最近の例として米国 NASA が実施

試験を中心として飛行条件 Mach４、６、８等の研究を重ねて来、

した X51A の飛行試験がある 。また、豪州等では国際共同研究

多くの知見を得ている。一部を文献(5)~(16)に示す。

（1）

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

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

(2)に示す。更に極最近はインドによりマッハ 6 の試験飛行が行わ

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

This document is provided by JAXA.

106

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-004

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(5)。これ

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、ノズルより成り、正面断面が幅 200mm、高さ

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が燃料当量比分布に与える
(17)~( 20)。

影響を数値流体力学（CFD）援用にて調べている

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

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

32mm の所に燃料垂直噴射孔 12 本が並ぶ。また、エンジン流路中

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

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

解析している。その過程でストラットの空気力学的効果を見出し、

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

(21)~( 24)。また、今日までスト

それを概念化し応用法を検討している

M6S43 等一連のものに該当する。尚、ストラット呼称は高さを変

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

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

り法（遡上法）を考案し、当量比分布改善に資する可能性のある

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。

流線を見出し、これを『有効流線』と位置付けた(25)。燃料のスト
ラット噴射により燃料分布偏りの改善を図ることが狙いである。
現在、これら実績を踏まえ燃焼計算の試行を進めており(26, 27)、

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）

本報告ではその中間的結果を述べる。今回は側板噴射前提の試行

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

結果を記す。

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(5)。また、良好な性能と流れ場の関係については佐藤ら

２．ストラットが形成する流れ場と当量比分布

が検討し報告している(21, 29)。

ストラットはエンジン空気吸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がる等の利点
が有る。
当所の RJTF 試験結果の精査により次の効果を見出してい
る。①高温三角域の形成(21)、②ストラット背後の滞在時間の拡大
(23)、③ストラット背後の流体輸送(23, 24)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ストラット背後に形成される後流の存在により流

Fig. １

体滞在時間が長く取れ保炎に有効である。③また、ストラットの

upside-down on the test bed.

Outline of scramjet engine tested.(5)

The engine is set

後流中に見出される流体輸送は噴射後の燃料の混合促進に有効で
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噴射の効果が
確認されている(28)。
噴射孔の設置位置の多様化にはストラットは有効な選択肢であ
ると考える。

４．比較形態－試験済み形態と想定形態
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。後者は改良型提案エンジンで
あり当計算においては仮想形態である。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部分が矩形であり、一方のボートテイル

３．エンジン形態と性能

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、
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5/5 高さストラットが 393mm（図２a）
、ボートテイル形ストラッ

流項評価の数値流束は AUSM＋、制限関数は二次精度、時間積分

トは 301mm である（図２b）
。この形状とした狙いは後縁を絞り抗

は陽的解法、乱流モデルは k-ωである。壁面は断熱壁とした。

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(30)。

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(31)
を基に水素-酸素の反応式をFluent に読み込ませたものを用いてい
る。今回、燃焼モデルは有限速度反応（Finite Rate Chemistry）を用
い、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(19)。概要は文献(26)に示す。
a) 5/5-Height Strut configuration

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(5)と重ね合
わすと、側板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（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、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．燃焼計算の試行結果
６－１ 水素質量分率等値面
b) Boat-tail Strut configuration

次に燃焼計算を試行した結果を紹介する。今日までのエンジン
内流れ場の探索(25)では、纏まった高質量流率（ρu）領域を形成し

Fig.２ Two types of struts. The 5/5H Strut configuration (a) and the

当量比分布改善につながりそうなのは、ストラット噴射ではある

Boat-tail Strut (b) are compared by means of CFD.

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。
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

４－２ 数値計算方法
計算には汎用熱流体解析ソルバ 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

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。各噴射孔からの均等噴射である。
図３に燃焼計算の結果を示す。
図３a は5/5 高さストラット形態、
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図３b はボートテイル形ストラット形態であり、
共に左がインレッ
ト側、右奥がエンジン出口で、下が天板、上がカウルである。流
れは左から右奥に向かい、段差下流の燃料噴射孔 12 本から水素燃
料が噴射されている。
図の中程には、側板上の 12 本の燃料噴射孔を象るように、燃料
噴流に対応する流れが見える。色分布付きの面は燃料水素の質量
分率 0.05％の等値面であり、その色分布はエンジン内部流の温度
である。特に赤色は 1000K 級の温度分布の箇所である。この図か
a) 5/5-Height Strut configuration

ら噴射孔部分の高温が確認できる。
また、エンジン出口断面に見える色付き等高線はエンジン出口
におけるエンジン内部流の質量流率（ρu）分布である。色は値の
大きさを示す。これを参照することで、燃焼によってエンジン内
部流の歪がどれ程変化したかを追うことが出来る。
図３の両形態を比較すると、12 本の燃料噴射孔の周囲が赤色と
なっているのは両形態とも共通である。違いとして目立つのはノ
ズル部天板寄りの箇所である。この箇所はカウル前縁衝撃波が天
板に入射し反射する位置である。
そこでは 5/5 高さストラット形態
の方が水素質量分率 0.05％の等値面が広く、一方のボートテイル
形ストラット形態の方では狭い。また、カウル衝撃波の影響と思
しき高温部分が天板寄りの中央部分に生じており、ボートテイル

b) Boat-tail Strut configuration

形ストラット形態の方がより鮮明に斜め衝撃波の輪郭の高温域を
Fig.３ Trial combustion calculations in the both configurations – fuel

示している。
（図３b 参照）
実際の 5/5 高さストラット形態エンジン試験では、
天板寄りの当

injection and temperature distribution on 0.05%H2 plain.

該箇所での発熱の大きさが確認されており、この発熱により天板
面の圧力上昇が促進され、エンジン不始動（天板面全域剥離）が
早めに引き起こされることが観測されている。当該箇所の更なる

６－２ 圧力分布
次に図４にエンジン内圧力分布の結果を示す。赤で示したもの

検討が必要である。
不始動を遅らせることが高当量比までの燃料投入を可能としエ

がこの度の燃焼計算結果である。燃料の総流量は図３と同様に

ンジンの性能を伸長させることに通ずるので、この天板寄りの領

48g/s である。図４a が 5/5 高さストラット形態、図４b がボートテ

域に発熱が集中することを回避しつつエンジン断面中心域で燃焼

イル形ストラット形態のものである。何れも側板半値高さ位置の

が活発化する形態と設計法が望まれる。それには、例えば、側板

値である。
横軸はエンジン軸方向距離で、
天板の前縁が原点
（0mm）

燃料噴射方式において燃料が天板側に集中する燃料の噴射孔は閉

である。縦軸は気流総圧で除した無次元圧力である。エンジンの

ざし、カウル寄りの噴射孔から選択的に噴射すると言った噴射孔

各要素との対応は図２を参照されたい。

制御が有意義である。また、佐藤らが行った気流条件流線遡り可

図４a には M6S43 の試験結果も併せ示す。CFD の結果をこれと

視化でも、エンジン出口の高質量流率（ρu）域に届く流線の一部

比べると、横軸 1000mm 周辺より下流では試験結果より値が低く

(32)ことを踏まえると、側板

には側板寄りに源を有するものがある

両者の乖離が大きい。これは燃焼器から下流では試験値に対して

燃料噴射方式では選択的な噴射を考える必要が有ることが分かる。

計算値が低いことを示しており、噴射孔より下流での燃焼反応が

また、出口の高質量流率（ρu）分布はボートテイル形ストラッ

充分に再現できていないものと見て取れる。この過小評価は、乱

ト形態の方が均等化している様子が分かる。

流燃焼モデルを渦拡散法（EDC：Eddy Dissipation Concept）から有
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を再点検する必要が有る。
また、
図４b はボートテイル形ストラット形態の側板半値高さの
圧力分布である。改良型の仮想形態として提示しているものであ
るが、図４a の結果から類推すると、こちらも過小評価となってい
ると判断する。よって両形態の比較を論ずるところには至らない。
計算上更なる改善が必要である。

７．終わりに
エンジン試験実施済みのエンジン形態と改良型提案エンジン形
態とに就いて、側板垂直噴射条件の燃焼計算を試行した。燃焼モ
デルの変更により CFD の改善が進んだが、実測値との不一致が残
る。更に流れ場を再点検する必要が有る。

a) 5/5-Height Strut configuration
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火星突入カプセルの設計における CFD の適用事例
（その 1）： 極超音速領域での熱空力解析
松山 新吾，藤田 和央
宇宙航空研究開発機構

CFD Application Examples in Design Studies of a Mars Entry Capsule,
Part I: Hypersonic Aerothermodynamics
by
Shingo Matsuyama and Kazuhisa Fujita (JAXA)
ABSTRACT
This paper describes CFD application examples to predict hypersonic aerothermodynamics in design studies of a Mars entry capsule for
future Japan’s Mars exploration mission. Firstly, two examples of the validation studies for the JAXA’s in-house CFD code against
experimental measurements are briefly presented. CFD predictions of aeroheating are conducted for the T5 shock tunnel experiment at
California Institute of Technology. The CFD results are generally in good agreement with the experimental data and show that the effects
of wall catalysis played an important role. Hypersonic flow simulations are conducted for an experimental measurement of RCS jet
interactions performed on the JAXA hypersonic wind tunnel facility. By comparing the simulated aerodynamic coefficients with
experimental data for jet-on and jet-off cases, fair agreements between the CFD and the experiment are achieved. After the accuracy of
simulation is validated, the flowfield data are examined further in detail to understand the interaction mechanism between RCS jets and
hypersonic wake flows. The features of the wake flow with the RCS jet injection are very similar to those observed in an under-expanded
jet in a supersonic crossflow. Finally, for a preliminary design study of Mars entry capsule, a CFD prediction of aerothermodynamic
environment in hypersonic lifting flight is demonstrated along the planned nominal entry trajectory.

１．はじめに
火星は太陽系天体の中でも関心の高い惑星の一つであり，
1960 年代から長年にわたり米露により精力的に探査が行わ
れてきた．近年では，欧州・日本・インド・中国・UAE な
どが火星探査を実施または検討中である．宇宙航空研究開
発機構（JAXA）では，2008 年より国内の大学・研究機関
との共同により火星地上探査に向けた検討が行われてきた
1-5)．この中で検討された火星大気圏突入軌道では，マッハ
30 以上で火星大気圏に突入して有迎角での揚力飛行を行い，
マッハ 2 付近まで減速した後にパラシュートを開傘，亜音
速領域でカプセル前面のエアロシェルを分離することを想
定している．この大気圏突入飛行を可能にするカプセルの
設計を行う上では，極超音速領域での空力加熱環境の評価
に加えて，極超音速～超音速～亜音速領域の広範囲な速度
領域について空力性能を評価する必要があるが，JAXA で
は風洞試験と併せて CFD を実施することで各速度領域の空
力特性を取得してきた．本稿では CFD により，極超音速領
域での空力加熱環境，および，極超音速～超音速～亜音速
領域での空力特性を評価した結果を極超音速領域 6-12) と超
音速・亜音速領域で二編に分けて紹介する．

２．カプセル形状
解析の対象としたカプセル幾何形状は，主に，図 1 に示
すような半頂角 70°の sphere-cone タイプのカプセルであ
る．この形状は過去に NASA などにより実施された一連の
火星探査ミッション 13) において実績がある形状を踏襲して
おり，Mars Pathfinder や Phoenix などとほぼ同じものであ
る．
３．数値解析手法
本稿で紹介する解析は JAXA において開発を進めている
熱化学非平衡流解析コード JONATHAN 14) を用いて行われ
た．JONATHAN の概要を以下に示す．
・2 次元，軸対称，および 3 次元での解析が可能．
・対流流束の計算スキームとしては AUSM-DV，AUSM+up，および SLAU スキームが選択可能．
・時間積分スキームとして 1 次陽的 Euler 法，2～4 段の
陽的 Runge-Kutta 法，LU-SGS 法，および DPLR 法が選
択可能．また，局所時間刻みとの組み合わせが可能．
・化学種として 31 化学種（H, C, N, O, Ar, H2, C2, N2, O2,
CH, NH, OH, CN, CO, NO, H2O, C2H, C3, CO2, C2H2, e-, H+,
C+, N+, O+, Ar+, N2+ , O2+ , Ar2+ , CO+, NO+）の取扱いが可
能．これは，地球，金星，火星大気と CFRP 系アブレ
ータのアブレーション生成物を想定したものである．
・2 温度モデル（T = Tr, Tv = Tex = Te）による熱化学非平
衡流の解析が可能．3 温度モデル（T, Tr, Tv = Tex = Te），
4 温度モデル（T, Tr, Tv, Tex = Te）への拡張も可能．
・標準的な化学反応として約 90 の化学反応が考慮可能．
加えて，外部ファイル読み込みによる任意の反応モデ
ルを選択可能．
・輸送係数モデルには，Blottner モデル 15) などの基本的
なモデルに加え，衝突積分と Gupta の混合則による輸
送モデル 16) が選択可能．衝突積分などのカーブフィッ
トパラメータは外部ファイルの読み込みにより選択す
ることが可能．

図 1 カプセル幾何形状．
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・輻射エネルギー輸送は SPRADIAN2 を用いた tangent
slab 近似により流れ場との連成が可能．
・RANS / LES / DNS による乱流解析が可能．LES・DNS
解析用に 5 次精度までの空間高次精度スキームを実装
済み．また RANS モデルとしては Baldwin-Lomax モデ
ル，Spalart-Allmaras モデル，SST モデルが選択可能．
・マルチブロック構造格子に対応．計算格子作成には
Gridgen などの格子作成ソフトウェアを使用し，格子作
成ソフトウェア上で設定した境界条件・ブロック間接
続に関する情報を外部ファイル経由で読み込み可能．

前述した，格子解像度・輸送係数モデル・触媒壁条件に
よる熱流束への影響は触媒壁モデルによるものが最も顕著
であった．図 3 に Shot # 2257 の条件について熱流束を比較
した結果を示す．非触媒壁条件と super catalytic wall 条件と
の差が示すように，触媒壁モデルによる熱流束への影響は
非常に大きく，最大で 40% に達する．地球大気圏突入環境
における N2，O2 の触媒性と比較すると，火星大気圏突入
環境における CO2 の触媒性は十分に理解されていない．熱
流束評価における不確定性を減らすためには，CO2 の触媒
性について今後の研究が必要である．

一部，現段階では計画中で未実装の機能も挙げてあるが，
以上の概要に示したような機能を持つコードとして整備を
行っている．
４．解析事例
以下，極超音速領域における熱空力環境を CFD により評
価した事例 6-9) を紹介する．それぞれの解析事例について
引用元を参考文献として記載するので，詳細はそちらも参
照していただきたい．
４．１．火星大気圏突入環境に対する CFD 空力加熱予測
性能の検証 6)
JAXA において開発中の JONATHAN では，地球大気圏
突入環境（空気）の評価に広く用いられる熱化学・輸送係
数モデルを採用しているが，それらのモデルが火星大気圏
突入環境（CO2）においても十分な精度を有しているかは，
風洞試験データとの比較により検証をする必要がある．そ
こで，T5 自由ピストン型衝撃風洞で実施された極超音速加
熱試験 17) について CFD による予測精度の評価を行った．
熱流束の予測値に影響を与える要素として (1) 格子解像度
(2) 輸送係数モデル (3) 触媒壁条件を変更し，熱流束への影
響を評価した．
図 2 に解析例として流れ場の並進温度分布を示す．解析
を行った Shot # 2254，Shot # 2257 の試験気流条件を表 1 に
示す．迎角の変化によって衝撃波形状が大きく変化するが，
どちらのケースでも衝撃波がシャープに捉えられている．

図 2 流れ場の解析例（並進温度），（左）Shot # 2254（迎
角 0°），（右）Shot # 2257（迎角 11°）6)．

Shot #
2254
2257

U, m/s
3367
3556

, kg/m3
3.11610-3
6.46310-3

T, K
1828
2170

図 3 触媒壁モデルによる熱流束分布への影響，Shot #
2257 6)．
表 2 RCS 干渉試験の主流条件

P0, MPa
1.0

T0, K
923

M∞
9.48

Re∞
1.9×105

４．２．RCS ガスジェット干渉の数値シミュレーション
7,8)

JAXA において検討されている火星地上探査では，有迎
角 で の 揚 力 飛 行 に よ る 大 気 圏 突 入 時 に RCS （ Reaction
Control System）ガスジェットによる姿勢制御を行うことが
検討されている．RCS ジェットは噴射方向に力を発生させ
るものであるが，ジェット噴射によって衝撃波形状やカプ
セル後流のせん断層流れの向きが変化し，期待していない
形で空力特性に影響を与える場合がある．したがって RCS
による精度の高い姿勢制御を実現するためには，RCS 干渉
によって生じる空力特性の変化を把握することが必要不可
欠である．そこで，極超音速風洞において実施された RCS
干渉の風洞試験 18) についてシミュレーションを行い，CFD
による RCS 干渉の予測性能を評価した．また，RCS ガス
ジェットの噴射によって流れ場がどのように変化し，空力
係数にどのように影響するか，といったメカニズムを調査
した．
解析対象とするカプセル模型形状を図 4 に示す．カプセ
ル模型はスティングにより支持され，ノーズ半径 45 mm，
半頂角 70°の sphere-cone 形状をしている．RCS ジェット
はカプセル背面シェルへ対称に設置され（RCS ジェット A

表 1 試験気流条件 17)
, deg.
Re 10-5
0
3.2973
11
6.3984

c[CO2]
0.550
0.561

c[O2]
0.151
0.148

c[CO]
0.287
0.280

c[O]
0.012
0.011
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および B とする），機軸に対して 30°方向にアルゴンガス
を噴射する．試験気流条件を表 2 に示す．
迎角 30°の場合について行ったシミュレーションの結果
を図 5 および 6 に示す．図 5 に示す圧力分布（RCS ジェッ
ト B を通る断面の結果）から，ジェット噴射によって流れ
がせき止められ，ジェットの前面に非常に強い圧力上昇が
発生することがわかる．ただし，ジェット噴射による影響
はカプセル肩部付近に限定されており，カプセル前面の衝
撃波形状には変化が見られない．
カプセル後流の流れ場の様子を流線により表示した結果
を図 6 に示す．流線から，不足膨張状態のジェットが急速
に膨張してゆき主流と干渉する様子が確認できる．RCS ジ
ェット B は主流に対して 60°方向に噴射されるため，流れ
をせき止める効果が大きく，その結果，ジェット前面で大
きな圧力上昇が生じている．

113

CN については RCS 干渉により増加するが，これはカプセ
ル風上側（RCS ジェット B 側）での圧力上昇が大きく，垂
直方向上向きに押す力が増加するためである．CFD で得ら
れた RCS 干渉による CA, CN はジェットの噴射流量に比
例しており，風洞試験の傾向を非常に良く再現している．
CM について CFD の結果では RCS ジェット B 側の圧力上
昇が大きいため，頭上げ（CM > 0）の方向に作用する傾向
が見られる．それに対して風洞試験データは噴射流量に対
する明確な傾向が見えず，データは CM = 0 付近でばらつ
いている．元々，RCS 干渉による空力係数の変化量は小さ
いため，CM に関する風洞試験データは計測精度に限界が
あるものと考えている．

Capsule

図 5 RCS ジェット噴射による流れ場への影響．圧力分布お
よび音速線（黒実線）， = 30° 7,8)．

図 6 RCS ジェット噴射による流れ場への影響．流線， =
30° 7,8)．

図 4 模型形状，RCS ジェット噴射位置 7,8)．
図 7 に RCS ジェット B 噴射口側から見た，流線の様子
および模型表面の圧力分布を示す．ジェット噴射によりジ
ェット前面に馬蹄型の渦が形成され，流れがジェットを避
けるように回り込む様子が確認できる．それに伴いカプセ
ル肩部のジェット前面で壁面圧力が上昇する．噴射口の下
流ではスティング表面に流れが付着しないため，圧力が低
下したままになっている．
RCS ジェット噴射による空力係数への影響について，
= 30° における風洞試験と比較した結果を図 8 に示す．RCS
ジェットを噴射した場合 CA は減少するが，これはジェッ
ト噴射によりカプセル背面の圧力が上昇するためである．

図 7 流線および模型表面の圧力分布， = 30° 7,8)．
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RCS 干渉の風洞試験についてシミュレーションを実施し，
CA, CN については風洞試験の結果を非常に良く再現する
ことができた．また CFD の結果から RCS ジェットがどの
ように流れ場を変化させ，それによって空力係数はどのよ
うに影響を受けるかというメカニズムを把握した．以上の
検証により，今後，大気圏突入飛行について RCS 干渉を評
価する場合においても CFD の活用が期待できる．

図 8 RCS ジェット干渉による空力係数への影響，風洞試験
との比較， = 30° 7,8)．
表 3 突入軌道に沿った解析の主流条件

Case
1
2
3
4
5

U, km/s
5.961
5.852
5.319
4.182
3.553

T, K
132.6
148.0
169.5
192.7
198.0

P, Pa
1.587
4.491
18.27
46.42
61.83

４．３．火星大気圏突入軌道に沿った熱空力環境の評価 9)
大気圏突入時にカプセルが曝される熱空力環境を予測す
るためには，突入軌道に沿った一連の解析を行う必要があ
る．ここでは，過去に検討された火星大気圏突入のノミナ
ル軌道において，最大加熱率点（ケース 3）および最大動
圧点（ケース 4）となる軌道点とその付近の合計 5 ケース
について解析を行った．表 3 に解析をおこなった主流条件
を示す．最大加熱率点であるケース 3 では，ノミナルの飛
行迎角である  = 14° とその ±10, ±20° となる迎角を加え
た  = +6, 4, 14, 24, 34° について解析を行った．それ以
外のケースでは  = 14° についてのみ解析を行った．
図 9 に，解析例として最大加熱率点（ケース 3）におけ
る  = 14 と 34° での並進温度分布を示す．いずれの迎角
条件においてもカプセル前面に薄い衝撃層が形成され，肩
部で剥離した流れによってカプセル後流で recompression
shock が形成されている様子がわかる．飛行迎角が増加す
るに従ってよどみ点がカプセル肩部へ移動し，風上側（Y >
0）で衝撃層の厚さが薄くなる傾向が見られる．また  =
34° では，カプセル後流の recompression shock が変形して
圧縮が強くなることによる温度上昇が確認できる．
図 10 に最大加熱率点（ケース 3）における，カプセル壁
面熱流束の迎角依存性を示す．飛行迎角の増加に伴い，よ
どみ点が風上側（Y > 0）へ移動するため風上側肩部付近の
壁面熱流束が増加してゆき， = 34° では 1 MW/m2 を超え
る．反対にカプセルノーズ部（Y = 0）と風下側（Y < 0）の
壁面熱流束は低下する傾向である．

図 9 最大加熱率点（ケース 3）における （上）  = 14,
（下） = 34° での並進温度分布 9)．

 増加

 増加

図 10 最大加熱率点（ケース 3）における，カプセル壁面熱
流束の迎角依存性 9)．
CFD の結果から空力係数を評価した結果を図 11 に示す．
最大加熱率点（ケース 3）における空力係数の迎角依存性
に加えて，ノミナル飛行迎角  = 14° における突入軌道に
沿った空力係数（飛行マッハ数への依存性）を示す．最大
加熱率点における空力係数は CA, CN, CM のいずれについて
も 過 去 の NASA ミ ッ シ ョ ン （ Mars Pathfinder19), MER20),
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Phoenix21)）におけるカプセルの空力係数とほぼ同じ特性を
示すことがわかる．ノミナル迎角での空力係数における飛
行マッハ数への依存性は小さく，ケース 1～5 のいずれの
飛行マッハ数についてもほぼ同じ空力特性を示す．

ケース 5

ケース 1

図 11 CFD による空力係数の評価．（上）最大加熱率点
（ケース 3）における空力係数の迎角依存性，および，
（下）ノミナル飛行迎角  = 14° における飛行マッハ数へ
の依存性 9)．
５．まとめ
本稿では CFD により極超音速領域における火星大気圏突
入カプセルの熱空力環境を評価した事例を紹介した．主に
CFD コードの精度検証を目的として，風洞加熱試験と RCS
干渉試験についてシミュレーションを実施して試験データ
との比較を行った．解析に用いた JAXA で開発中の熱化学
非平衡流解析コード JONATHAN は風洞試験をよく再現で
きることを確認した．また，火星大気圏突入軌道に沿った
解析により大気圏突入時の熱空力環境の評価を行った．解
析により得られたカプセル空力特性は Mars Pathfinder など
の類似形状カプセルとほぼ等価な特性を示した．
本稿で紹介した解析事例のより詳細な内容については引
用元の参考文献も参照していただきたい．
謝辞
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火星突入カプセルの設計における CFD の適用事例
（その 2）： 超音速・亜音速領域での空力解析
松山 新吾，藤田 和央
宇宙航空研究開発機構

CFD Application Examples in Design Studies of a Mars Entry Capsule,
Part II: Supersonic/Subsonic Aerodynamics
by
Shingo Matsuyama and Kazuhisa Fujita (JAXA)
ABSTRACT
This paper describes CFD application examples to predict supersonic/transonic/subsonic aerodynamics in design studies of a Mars entry
capsule for future Japan’s Mars exploration mission. Firstly, an example of the validation study for the JAXA’s in-house CFD code against
aerodynamic database obtained by supersonic wind tunnel test is briefly presented. Subsonic, transonic, and supersonic flows around a 70°
sphere-cone capsule model with support sting are simulated using large-eddy simulation (LES). The static aerodynamic coefficients
obtained by LES show good agreement with the wind tunnel data. The obtained solutions by LES revealed the wake flow dynamics and
their effects on the capsule aerodynamic characteristic. Secondly, the static aerodynamic simulations of sphere-cone shaped capsule and
detached forebody aeroshell are conducted for supersonic and subsonic flight regimes near the parachute deployment point. The results
demonstrated the capability of LES to predict the unsteady separated wake flows over sphere-cone shaped capsules. Finally, dynamic
stability characteristic of a Mars entry capsule is investigated using LES. The dynamic simulations are conducted for the parachute
deployment point at Mach 1.6. To investigate the influence on the dynamic stability characteristics, the moment of inertia is varied from 1
to 100 kg·m2. The preliminary results by the single degree-of-freedom simulations indicate that the dynamic stability characteristics are
very sensitive to the moment of inertia.

１．はじめに
火星は太陽系天体の中でも関心の高い惑星の一つであり，
1960 年代から長年にわたり米露により精力的に探査が行わ
れてきた．近年では，欧州・日本・インド・中国・UAE な
どが火星探査を実施または検討中である．宇宙航空研究開
発機構（JAXA）では，2008 年より国内の大学・研究機関
との共同により火星地上探査に向けた検討が行われてきた
1-5)．この中で検討された火星大気圏突入軌道では，マッハ
30 以上で火星大気圏に突入して有迎角での揚力飛行を行い，
マッハ 2 付近まで減速した後にパラシュートを開傘，亜音
速領域でカプセル前面のエアロシェルを分離することを想
定している．この大気圏突入飛行を可能にするカプセルの
設計を行う上では，極超音速領域での空力加熱環境の評価
に加えて，極超音速～超音速～亜音速領域の広範囲な速度
領域について空力性能を評価する必要があるが，JAXA で
は風洞試験と併せて CFD を実施することで各速度領域の空
力特性を取得してきた．本稿では CFD により，極超音速領
域での空力加熱環境，および，極超音速～超音速～亜音速
領域での空力特性を評価した結果を極超音速領域と超音
速・亜音速領域 6-10) で二編に分けて紹介する．
２．解析の対象
超音速～亜音速領域における解析では，カプセル形状，
および，分離した前面エアロシェル単体について CFD によ
り空力特性を評価する．CFD による空力特性の評価は，一
般的に RANS（Reynolds Averaged Navier-Stokes Simulation）
による解析がほとんどであるが，RANS ではカプセル肩部
で大規模に剥離するような流れ場を正確に予測できないこ
とが報告されている 11) ．そこで，本研究では large-eddy
simulation（LES）による解析を行い，超音速～亜音速領域
での空力特性を評価することを試みた．解析の対象とした
カプセル幾何形状は，主に，図 1 に示すカプセル全機形状
に加え，分離した前面エアロシェル単体についても解析を
行う．

図 1 カプセル幾何形状，および，前面エアロシェル．
３．数値解析手法
本稿で紹介する解析は JAXA において開発を進めている
熱化学非平衡流解析コード JONATHAN 12) を用いて行われ
た．JONATHAN の概要についてはその 1 13) を参照してい
ただきたい．
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４．解析事例
以下，超音速～亜音速領域における空力特性を CFD によ
り評価した事例 6-9) を紹介する．それぞれの解析事例につ
いて引用元を参考文献として記載するので，詳細はそちら
も参照していただきたい．

Shear layer

Wake
Shock

図 2 カプセル模型，支持スティングの形状6)．

#
1
2
3
4
5
6
7

U, m/s
139.6
205.9
270.1
315.6
343.2
382.1
429.6

表 1 遷音速風洞の試験気流条件
M
P, kPa
T, K
0.4
44.74
302.8
0.6
39.20
293.2
0.8
32.78
283.5
0.95
27.96
274.3
1.05
24.89
266.0
1.2
20.62
252.2
1.4
15.67
234.2

Re×10-6
0.8038
1.099
1.280
1.354
1.384
1.405
1.373

４．１．LES による sphere-cone 形状カプセルの空力予
測性能の検証 6)
LES によるカプセル空力特性の予測性能を検証するため，
JAXA 調布航空宇宙センターに設置されている 2 m × 2 m 遷
音速風洞を用いて行われた空力性能取得試験について解析
を行った．解析の対象は，図 2 に示すノーズ半径 52 mm，
直径 208 mm のカプセル模型である．風洞内においてカプ
セル模型はストラットに固定されたスティングによって支
持されているが，解析ではストラット部は省略して支持ス
ティングまでを考慮した．表 1 に解析に用いた試験気流条
件を示す．
亜音速（M = 0.6）・遷音速（M = 0.95）・超音速（M =
1.4）条件について LES による解析結果を示す．図 3 に x-y
断面（z = 0 m）における瞬時の密度勾配の分布を示す．M
= 0.6 について，流れはカプセル肩部で剥離し，せん断層流
れにより後流域で微細構造が生じている．M = 0.95 では，
流れ場のおおよその構造は亜音速条件の結果と類似してい
るが，肩部で流れが音速を超えるため下流域に垂直な衝撃
波が発生する．この垂直衝撃波は後流の変動に同期して若
干前後に移動するが，ほぼ同じ位置に定在する．
M = 1.4 における最も大きな流れ場の特徴はカプセル前面
に生じる弓状衝撃波である．また，亜音速・遷音速条件と
比較すると，せん断層流れがカプセル壁面へ近づく方向に
偏向し，背面の循環域のサイズがかなり小さくなっている
ことがわかる．さらに，後流域では流れの再圧縮によって
斜め衝撃波が発生していることが確認できるほか，スティ
ングによる斜め衝撃波も発生している．
図 4 に，各マッハ数条件における LES の解析結果により
評価した抗力係数（CD）と風洞試験データとの比較を示す．
LES による結果では非定常性による変動（±）をエラー
バーで表示している． LES の結果は全てのマッハ数領域に
おいて風洞試験データと良く一致しており，誤差は最大で

Wake

Shear layer

Shock
Shock

Bow shock
Shear layer

Wake
Shock
図 3 瞬時の密度勾配の分布（上から，M = 0.6, 0.95, 1.4 にお
ける解析結果）6)．

図 4 各主流マッハ数条件での抵抗係数（CD）6)．
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M = 0.95 について +12.7%，それ以外のマッハ数条件では
+10% 以下になっている．また，LES・風洞試験データに共
通した傾向として，マッハ数の増加に従って CD 値が増加
して M = 1 以上で頭打ちになる．
亜音速～遷音速～超音速領域における sphere-cone 形状カ
プセルの空力特性について LES による評価を行った．LES
は風洞試験による空力係数データをおおむね 10% 以下の誤
差で再現することができることを示した．遷音速以下のマ
ッハ数領域ではカプセル背面の圧力分布が空力特性に大き
く影響しており 6)，高い精度で空力係数の予測を行うため
にはカプセル後流の乱流場を正確に評価する必要がある．
LES はそのような流れに対して高い予測精度を有しており，
亜音速～遷音速～超音速領域のカプセル空力特性を評価す
る上で有望な手法である．
JAXA では，前述した風洞試験の他にも，軽ガス銃によ
る小型カプセル模型（直径 16 mm）の自由飛行試験 14) を実
施している．図 5 に，M = 1.9 での自由飛行試験によるシュ
リーレン画像と同条件に対する LES との比較を示す．LES
の結果はシュリーレン画像から確認できる流れ場の様相
（弓状衝撃波・せん断層流れ・後流・ネック部の斜め衝撃
波）を良く再現している．自由飛行試験では模型支持装置
が無いため，動安定を含めたより現実に近いカプセル空力
特性を評価することができ，今後，LES を検証するための
試験データとして利用されることが期待できる．
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には，エアロシェルの空力特性についても評価する必要が
ある．そこでカプセル形状に加え，図 1 に示した前面エア
ロシェル単体についても LES による解析を行い，亜音速領
域での空力特性を評価した．表 2 には，解析をおこなった
主流条件を示す．これらの条件はパラシュート開傘後のエ
アロシェル分離点付近での条件である．

#
1
2
3

U, m/s
149.98
122.16
108.94

表 2 亜音速領域での主流条件
M
P, Pa
T, K
0.644
342.9
217.9
0.524
377.6
218.3
0.467
413.6
218.5

Re×10-5
3.257
2.912
2.839

エアロシェル単体の解析について，図 6 に速度勾配テン
ソルの第二不変量によって瞬時の渦構造を示す．等値面は
マッハ数により色付けされている．エアロシェル肩部での
剥離によって渦輪が生じ，即座に周方向へ三次元的な構造
が発生し，さらに微細な渦構造へ遷移していく様子が確認
できる． = 0° の結果と比べて  = 20° ではカプセルから離
れた下流位置において後流が大きく揺動していることがわ
かる．

 = 0°

LES

 = 20°

Experiment
図 6 瞬時の渦構造（速度勾配テンソルの第二不変量，マッ
ハ数により色付け），LES による解析結果（前面エアロシ
ェル単体，M = 0.644）7,8)．

図 5 軽ガス銃によるカプセル模型の自由飛行試験 14)（M =
1.9 でのシュリーレン画像）と LES によるシミュレーショ
ン結果（密度勾配分布）との比較．
４．２．亜音速領域におけるカプセルおよびエアロシェル
の空力特性の評価 7,8)
過去に検討された火星大気圏突入のノミナル軌道では，
M = 2 付近でパラシュートを開傘後に前面エアロシェルを
分離することになっている．エアロシェルの挙動を正確に
予測して本体から安全に分離ができることを確認するため

図 7 に，LES の結果に対して時間平均を行って得られた
平均速度および圧力分布を示す．ここでは，約 3 sec の非
定常データを用いて時間平均を行った．主流条件 #1 にお
ける流れの特 性時間（= カプセル直径 / 主流速度）は
0.0173 sec であるから，170 程度の無次元時間について平均
操 作 を 行 っ た こ と に な る ．LES に よ る 時 間 平 均 分 布 を
RANS の結果と比較すると，まず，カプセル後流の循環域
が下流方向へ長くなっていることがわかる．また，RANS
の結果では循環の中心はシェル肩部付近に存在するのに対
して，LES ではかなり離れた位置に移動している．それに
伴って，LES の結果では循環により生じる低圧部がシェル
裏面からかなり離れた位置に存在している．RANS の結果
ではシェルの肩部から裏面かけて低圧になっているが，
LES の結果ではカプセル背面の圧力は一様に高い値を示し
ている．シェル裏面での圧力分布の違いと比べて，シェル
前面の速度・圧力分布は LES と RANS の結果でほとんど差
が無いことがわかる．
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音速領域でのカプセル空力特性はほぼ背面での圧力分布の
差によって決まっていることがわかる．
本解析の結果のみから RANS と LES のいずれが正確かと
いう議論に結論を述べることは容易ではないが，先行研究
11) によると，DES による解析が実験データと非常に良く一
致するのに対し，RANS による解析は実験データを再現で
きないことが報告されている．また，RANS による結果で
は DES と比べて大きな CA（前面圧力が同じ場合，背面圧
力が低い）を与えることが報告されている．この傾向は本
解析の結果と全く同じものであり，LES（もしくは DES）
による解析の方が大規模な剥離を伴うカプセル後流の乱流
をより正確に予測可能であると考える．

t = 1.3747 s, (t) = 13.033°
図 7 時間平均速度および圧力分布，LES と RANS の比較
（前面エアロシェル単体，M = 0.644）7,8)．

t = 1.5731 s, (t) = -0.049°

図 8 各マッハ数条件に対する軸力係数（CA）7,8)．
図 8 に，各マッハ数条件における LES，RANS の解析結
果により評価した CA を示す．ここでも，LES による結果
には非定常性による変動（±  ）をエラーバーで表示する．
まず LES・RANS による解析結果のいずれについても，マ
ッハ数が低下すると CA が減少する傾向がみられる．エア
ロシェル単体での CA（点線データ）はカプセル全機形状と
比べて一様に低いが，これは，シェル背面の圧力がカプセ
ルの場合より高くなるためである 7,8)．また，LES の結果は
RANS と比べて一様に低い値を示す．これは，前面の圧力
分布がほぼ等しいにもかかわらず，LES による解析では背
面で圧力分布が高くなることによる．以上の結果から，亜

t = 1.7596 s, (t) = -11.431°
図 9 LES による動安定解析の結果．カプセル振動 1/2 周期
の様子（0 = 15°，I = 10 kg·m2）9)．
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配的な要素であり，高い精度で空力係数を予測するために
配的な要素であり，高い精度で空力係数を予測するために
は，カプセル後流の乱流場を正確に捉えることが重要であ
は，カプセル後流の乱流場を正確に捉えることが重要であ
る．今後，風洞試験データとの比較により，LES・RANS
る．今後，風洞試験データとの比較により，LES・RANS
の両方について予測精度を検証することが課題である．
の両方について予測精度を検証することが課題である．
表 3 パラシュート開傘点における主流条件
表 3 パラシュート開傘点における主流条件
U, m/s
P, Pa
T, K
M
U,
m/s
P, Pa
T, K
M
372.2
278.5
213.7
1.592
372.2
278.5
213.7
1.592
４．３．パラシュート開傘点におけるカプセル動安定解析
9)
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過去の実績が豊富な 70°sphere-cone 形状カプセルにおい
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ている
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能を評価しなければならない．カプセルの動的不安定はカ
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プセルの振動と後流での圧力変化のラグによって発生する
プセルの振動と後流での圧力変化のラグによって発生する
ことが指摘されているが 16)，そのような問題を精度良く予
16)，そのような問題を精度良く予
ことが指摘されているが
測するには LES のような非定常乱流解析が最適である．こ
測するには
LES のような非定常乱流解析が最適である．こ
こでは，パラシュート開傘点（M
= 1.6）におけるカプセル
こでは，パラシュート開傘点（M
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動安定性能を LES により評価した．表
3 にパラシュート開
動安定性能を
LES により評価した．表 3 にパラシュート開
傘点における主流条件を示す．
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本解析では LES による動安定解析を実現するにあたり，
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17) を行った．初期
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解析結果の例を図
9 に示す．迎角の時間変化に伴う衝撃波
解析結果の例を図
9 に示す．迎角の時間変化に伴う衝撃波
形状と後流における再圧縮領域の形状変化が
LES による非
形状と後流における再圧縮領域の形状変化が
LES による非
定常解析で捉えられている．
定常解析で捉えられている．

図 10 カプセル振動に対する慣性モーメントの影響（0 =
9)．
図
10 カプセル振動に対する慣性モーメントの影響（
0 =
15°）
15°）9)．
動安定解析に対する基礎的なコードの検証を行うため，
動安定解析に対する基礎的なコードの検証を行うため，
本解析では慣性モーメントを意図的に変化させて
LES を実
本解析では慣性モーメントを意図的に変化させて
LES を実
施した．図 10 にカプセル振動に対する慣性モーメントの
施した．図
影響を示す．10
0にカプセル振動に対する慣性モーメントの
= 15° を初期状態としてカプセルの振動が
影響を示す．

0 = 15° を初期状態としてカプセルの振動が
始まり，慣性モーメントが小さい二つの条件（I
= 1, 10
始まり，慣性モーメントが小さい二つの条件（I
= 1, 10
kg·m2）では振動が急速に減衰していく過程が捉えられてい
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kg·m
る．実際の火星探査カプセルに近い
I = 100 kg·m2 での解析
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I = 100 kg·m2 での解析
結果では，他の条件と比べて振動の周波数が小さく（0.45
結果では，他の条件と比べて振動の周波数が小さく（0.45
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低レイノルズ数条件下での改良型石井翼型の流体計算と性能評価
青野光，立川智章
東京理科大学
安養寺正之，涌井翔太郎，濱田大生
九州大学

Numerical flow simulations around an improved Ishii airfoil under low Reynolds
number flow conditions
by
Hikaru Aono, Masayuki Anyoji, Shotaro Wakui, Daiki Hamada, Tomoaki Tatsukawa
ABSTRACT
This paper conducts two-dimensional numerical flow simulations around an improved Ishii airfoil under low Reynolds number flow
conditions. The improved Ishii airfoil is proposed in previous efforts and demonstrated better aerodynamic performance in comparison with
those of an original Ishii airfoil. At first, numerical results in the cases of angles of attack ranging from -6 degrees to 9 degrees and a chordbased Reynolds number of 20,000 are compared with the experimental data. Results show a fair agreement with the experimental data.
Then, Reynolds number effects are studied for the angles of attack at 3 degrees and 6 degrees, respectively. Numerical results present
similar trend to that observed in the experiments. Furthermore, it seems that the change of Reynolds number has certain impact on the
aerodynamic coefficients when the laminar separation bubble is not observed over the airfoil.

２．翼型
本研究の対象翼型である改良型石井翼型(8)を図 1 に示す．
図中の横・縦軸は翼弦長(c)で正規化した座標系である．図
1 には参考情報として，オリジナルの石井翼型(5-7)を一点鎖
線，低レイノルズ数流れ用に開発された翼型である
SD7003(9,10)を破線で示す．なお，SD7003 翼型は Selig ら(9)
により設計された翼型で，迎角の増加に伴い，徐々に上面
剥離泡が形成される翼型であるためポーラーカーブが滑ら
かな曲線を描き，低レイノルズ数条件で比較的高い性能を
示し，抗力係数が低い翼型であり，翼厚は 8.51%，キャン
バーは 1.46％である．
はじめに，上面形状について従来の石井翼型と比較する
と，前縁から x/c= 0.1 付近まではほぼ同じであるが，それ

以降の下流側では x/c= 0.28 を最大にやや上面に膨らみつつ，
フラットに近い形状になっている．続いて上面形状につい
て SD7003 翼型と比較してすると，前縁より x/c= 0.4 付近ま
でほぼ同一であるが，それ以降の下流側は上面に膨らんで
いることが分かる．
オリジナルの石井翼と SD7003 翼型と比較して，改良型
の大きな違いは下面にある．前縁から後縁にかけて全体的
に薄くなっている点と x/c= 0.15-0.65 付近まで見られる大き
なキャンバー(アンダーキャンバー)が特徴的である．改良
型では前縁で下面が薄くなり，アンダーキャンバーが強い
ことから，石井翼型と SD7003 翼型よりもキャンバーの強
い翼型である．

0.08
y/c

１．はじめに
小型飛行体は人の立ち入れない場所や様々な状況での情
報収集機としての活用が期待され，これまで様々な形の小
型飛行機とドローンが提案されている(1) ．最近では，複数
のロータを利用したヘリコプター型飛行体の実利用の検討
が開始されている．さらに，これらの飛行体に用いた応用
の 一 つ と し て ， 惑 星 の 飛 行 探 査 (2) が 考 え ら れ ， 例 え ば
NASA では火星探査用のヘリコプター開発のプロジェクト
(3)が進められている．日本でも JAXA を中心とし火星探査
に向けた研究活動も活発であり，探査方法の一つとして固
定翼航空機を用いた飛行探査の検討が進められている(4)．
もし火星の飛行探査が実現されれば，比較的高速で広範囲
な磁場観測や地質調査などが可能になる等，これまでのミ
ッションの拡大が期待されている．加えて，既存のローバ
との共同作業が実現できれば今後の惑星探査ミッションの
成功率を高めることも期待できる(2)．
地球に比べて大気が薄いなどの厳しい条件下にある火星
での飛行を実現するためには，幾つかの壁を越える必要が
ある．本研究はその壁の一つである主翼の翼型空力設計に
関するものであり，特に現在 JAXA で検討されている火星
探査航空機の主翼翼型として採用されている石井翼(5-7)の改
良型(8)に着目している．本研究では，安養寺らにより提案
された改良型の石井翼型の空力特性と流れ場特性を理解す
ることを目的とし，手始めに 2 次元流体計算を行いその解
析結果について報告する．
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図 1 翼型形状の比較

３．計算モデル
３．１ 計算条件
本研究では翼弦長(c)を基準としたレイノルズ数(Re)が
20000 を基本とし解析を行った．このレイノズ数 20000 は
現在開発が進められている火星探査航空機の巡航レイノル
ズ数(12)より設定している．さらに，レイノルズ数効果を調
べるために，30000, 40000, 60000 についても計算を実施し
た．翼の迎角はレイノルズ数 20000 について，-6 度から 9
度まで 1 度刻みに設定し，レイノズ数効果については 3 度
と 6 度を対象とした．
３．２ 計算手法
本研究では，LANS3D(11) を基にした圧縮性流体解析プロ
グラムを利用した 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
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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(12)と 3 次精度 MUSCL(13)，粘性項には 2 次精度中
心差分，時間積分には 2 次精度後退差分法を ADI-SGS 陰解
法(14,15)と内部反復 3 回(16)により精度を保った．乱流モデル
をもちいず，全域層流を仮定し非定常計算を行った．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(17)．一様流マッハ数は 0.2，
計算に用いた時間ステップは 2×10-5 であり，局所最大クー
ラン数が約 2.5 である．翼面上には滑り無し・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．
３．３ 計算格子
本研究で用いた計算格子を図 2 に示す．計算格子は翼後
縁の形状を再現するために二つのゾーン格子から構成され
ている．二つのゾーン格子は後縁近傍でオーバーラップす
る領域(20 点)があり，その領域内でデータのやりとりを行
う重合格子法(18)を適用した．
翼周りの格子(白色)と後縁と後流用の格子(赤色)の格子点
数はそれぞれ翼面上に 711 点，垂直方向に 151 点，後縁部
分に 51 点，後流方向に 152 点の合計約 15 万点である．翼
面上から外部境界までの距離は 30c とし，最小格子幅は 8
×10-5c である．なお，格子収束性は確認済みである．

と実験結果で若干の違いが見られるが，これらの差は実験
での迎角誤差を考慮すれば小さくなると考えている．しか
し，ポーラー曲線でも確認してみると迎角誤差だけでは説
明ができない部分もあるため，引き続き検討を進めていく．
以上から，本稿では定量的な差はみられるが概ね計算は妥
当な結果との前提で流れ場と空力特性の関係を議論してい
く．
図 3 から改良型石井翼は比較している迎角においてオリ
ジナルの石井翼型と SD7003 翼型より揚力係数が高い．計
算した抗力係数は，オリジナルの石井翼型には及ばないが
低抗力係数で設計されている SD7003 翼型と同等の抗力係
数である．さらに，揚抗比 (L/D)で比べると，オリジナル
の石井翼型と SD7003 翼型とより高く，迎角 4 度付近で最
大の揚抗比を示す．また，迎角が±1 度変わっても十分に
高い揚抗比を有することから巡航に適用可能な迎角範囲が
オリジナルの石井翼型と SD7003 翼型より広いことが分か
る．最大揚抗比についてもオリジナルの石井翼型と同等で
ある．以上のことから，本研究の計算結果からも改良型石
井翼はレイノルズ数 20000 では優れた翼型であることが分
かる．

(c) L/D versus α

図 3 迎角変化と平均空力係数の関係
図 2 計算格子(a)改良型石井翼全体，(b)前縁付近，(c)後
縁付近
表 1 計算格子点数
ゾーン 1: 翼周り
ゾーン 2: 後縁と後流

ξ
751
152

ζ
151
251

４．結果及び議論
４．１ レイノルズ数 20,000
４．１．１ 平均空力係数の比較と考察
図 3 に本研究で計算した平均空力係数と迎え角の関係，
安養寺らの改良型石井翼の実験データ(8)，オリジナルの石
井翼型と SD7003 翼型の過去の計算結果 (9,10)を示す．また，
過去の計算はレイノルズ数 23,000 のものであり，この違
いが結果に大きな影響はないと考えている．
はじめに，改良型石井翼の計算結果と実験データと比較
し計算結果の妥当性を検討した．図 3 から迎え角変化に対
応した揚力係数(CL)と抗力係数(CD)の計算値は実験値と良
好な一致を示すことが分かる．但し，定量的には計算結果

４．１．２ 平均流れ場特性
各迎角での平均翼弦方向速度分布を図 5 に示す．迎角-6
度から-1 度で下面での流れの剥離と再付着が見られ剥離泡
が形成されている．下面の剥離は翼の中心付近から起き，
その剥離点は負の迎角が大きくなるにつれて前縁側に移動
する．その一方，再付着点は迎角が-1 度までは後縁側に移
動するがその後剥離点と同様に前縁側に移動する．
迎角-1 度，0 度，1 度で，翼の上下面で流れの剥離が生じ
る．図 3 の空力係数の傾きが迎角-1 度と-2 度の間で変化し
ているのは，上面側の剥離が無かったことと下面側に剥離
泡が形成されたこととの関係が強いことが分かる．
迎角 2 度から 9 度では，上面側で流れの剥離が生じ，4
度以上の迎角において剥離した流れが再付着し，剥離泡が
形成されている．この流れの変化は抗力曲線に大きく影響
していることが分かる．剥離点と再付着点どちらとも後縁
から迎え角の増加とともに前縁側へ移動している．
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小さいがその関係が x/c= 0.25 付近で上下関係がひっくり
返り，再度 x/c= 0.625 付近で元の関係になる．このように
剥離泡が生じるケースでは，レイノルズ数変化が剥離泡に
大きく影響し，上面側の圧力分布の差異を生み出す．他方
積分値である揚力係数はその分布の差異の影響が少なかっ
たため，レイノルズ数の揚力係数への影響が小さいことが
推測される．
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図 5 平均翼弦方向速度分布
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(i) 速度分布
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４．２ レイノルズ数効果の解析
４．２．１ 平均空力係数
迎角 3 度と 6 度の平均空力係数とレイノルズ数の変化と
の関係を図 6 に示す．なお，図 5 で示すようにレイノルズ
数 20000，迎角 3 度では剥離泡が形成されていない，迎角 6
度では剥離泡が上面側に形成されている流れ場に関して，
それぞれレイノルズ数効果を考察していく．
図 6 の結果の比較から，計算した平均空力係数も実験(8)
でみられた同様な傾向を捉えられていることが分かる．具
体的には，揚力係数のレイノルズ数依存性は小さいが，レ
イノルズ数の増加とともに抗力係数は減少する傾向を示す．
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(ii) 翼面圧力分布
図 7 平均分布に関するレイノルズ数効果
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５．おわりに
本研究は，火星大気での探査や地球上での低速飛行す
る小型飛行機の主翼翼型として，安養寺らにより提案さ
れてた改良型石井翼型(8)について，2 次元流体計算により
翼まわりの流れ場と空力特性との関係などを調べた．以
下が得られた結果と知見である．
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10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
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図 6 空力特性に関するレイノルズ数効果
４．２．２ 平均流れ場特性
迎角 3 度と 6 度の平均翼弦方向速度分布, 翼面圧力分布,
とレイノルズ数変化との関係を図 7 に示す．
迎角 3 度では，平均翼弦方向速度分布を考察してみると
流れ場の変化は大きな確認できない．剥離点位置はほぼ同
一でレイノルズ数 30000 以上で流れの再付着を確認できる．
翼面圧力分布の比較より，レイノルズ数の増加とともに上
下面ともに全体的に翼面圧力曲線で囲む面積が増えており，
その結果図 6(a)でみられた若干の揚力係数の増加の要因で
あることが推測できる．
迎角 6 度では，レイノルズ数 40000 まで翼上面で流れの
剥離と再付着，剥離泡の形成，後縁での剥離が確認できる．
このとき剥離点はレイノルズ数変化の影響が少ないが，他
方再付着点の位置はその影響を受ける．翼面圧力分布を考
察してみると，剥離泡を示すフラットな圧力分布がレイノ
ルズ数の増加に伴い，翼弦方向長さが短くなることが分か
る．さらに，レイノルズ数 20000 と 60000 の上面側の圧力
分布を比較した場合，前縁近傍ではレイノルズ数 60000 が

(1)
(2)

(3)

計算された空力性能と流れ場特性は実験との良好な
一致を得た．
改良型石井翼型はレイノルズ数20000でオリジナルの
石井翼型およびSD7003翼型より空力性能が優れてい
る．
改良型石井翼型のレイノルズ数依存性を確認した．
剥離泡が生じる迎角ではその影響が小さく，その一
方剥離泡ができる前の迎角の方が相対的にレイノル
ズ数の影響が大きくなる傾向がある．

今後は現在得られている改良型石井翼のレイノルズ数依
存性について更に解析を進めていく．さらに，大規模な剥
離が生じる条件で 3 次元流体計算を行い，定量的な解析と
失速特性についても調査する予定である．また，得た知見
を活用し，火星での飛行が可能な主翼設計の指針を創出し
たい．
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航空機の後流積分による抵抗計算の考察
清水亮介，松島紀佐，五島健太郎
富山大学

Investigation on numerical drag prediction for airplanes by wake integration
by
Ryosuke Shimizu, Kisa Matsushima, Kentaro Goshima
ABSTRACT
This article discusses a wake integration technique for accurate drag prediction applied to results by RANS CFD flow simulation. At first,
the concept of wake integration is reviewed and the process of a momentum balance approach to lead a primitive wake integration formula
is investigated. The formula is applied to several configurations, including a wing in subsonic flow, a wing in transonic flow and NASACRM wing-fuselage in transonic flow. Drag values are obtained by using two techniques, one is the wake integration and the other is the
near field method which has been commonly used standard one for CFD drag calculation. At the present, the latter method is thought to be
more reliable, so the accuracy of drag coefficient by the wake integration is evaluated by comparing them with the one calculated by the
near field method. We have found the accuracy of drag calculated by wake integration is related to various aspects, including an axial
position of downstream wake plane, a grid type, a grid density, a flow regime, and boundary locations.

１．はじめに
航空機の開発や性能向上において，飛行機体の空力係数
を精度良く求めることは実験計測においても CFD シミュレ
ーション計算においても重要な課題である．特に抵抗値は
揚力値に比べ絶対値が小さく,実験では風洞環境や計測機器，
CFD 計算では機体表面形状，格子分布，計算精度などに起
因する誤差の影響も受け易く，その算出法に対しての基盤
的研究が継続的に行われている．一般的に抵抗は，実験で
は風洞天秤やひずみゲージ測定，計算では計算結果から抽
出した機体表面にかかる力を座標軸方向の成分に分解して
積分する手法で求められている．これらは対象となる機体
にかかる力から揚力や抵抗を得る方法であり，近接場
（Near-Field）法と呼ばれている．一方，機体そのものでは
なく，飛行機体が通り過ぎる際の流体場へ残した痕跡から，
空力的力を求める手法も考案されており，遠方場（Far-Field）
法や後流積分（Wake Integration）法と呼ばれている．これ
らの手法の始まりは，20 世紀前半に，Betz らにより発案さ
れた実験における後流面ピトートラバースを用いた抵抗計
算であると思われるが，近年は ONERA（仏航空宇宙研究所）
で，風洞実験応用・CFD 応用の両面での活発な研究がおこ
なわれている[1]．Far-Field 法からの派生的手法として，
CFD シミュレーションによる数値誤差の影響解析に強い手
法に，Mid-Field 法がある[2,3]．
本稿では，CFD 応用の観点から後流積分法について検討
す る ． 抵 抗 計 算 対 象 の 流 れ 場 を CFD （ Navier-Stokes
Simulation）により準備する．その計算結果から，後流を含
む航空機下流の面の物理量を抽出し，後流積分を実施し，
抵抗値や抵抗係数を求める．後流積分法の基本は，運動量
保存則であり，検査体積を囲むすべての面上での積分であ
る．検査体積を広くとることで，遠方境界表面上の積分の
うち，後流断面以外の積分が無視できる程度であるという
仮定に基づいている．そのことを踏まえて，翼単体および
主翼と胴体から構成される NASA-CRM 翼胴形状の数値解析
結果を対象として，後流積分法を適用する．後流積分公式
もいくつかの式変形を施すことで，違った表現の方程式が
存在する[1]が，ここでは原点である方程式に立ち戻り，後
流積分法で精度良く抵抗値を得るための考察を行う．
本稿では実験応用には触れないが，後流積分法を筆者ら
は，別の研究である「後流面の PIV 計測と数値計算による
圧力算出」と組み合わせることで，非接触抵抗測定実験法

として利用できる可能性を視野に入れて本課題に取り組ん
でいる．
２．運動量理論に基づく抵抗計算手法の導出過程
２．１．運動量保存則による基礎式
以下に，運動量保存式（Navier-Stokes 方程式）を示す．
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗)
= div𝑓𝑓𝑓𝑓⃗
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(1)

𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ = −𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗⨂𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ + (−𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 ̿ + 𝜏𝜏𝜏𝜏̿

(2)

� � � div 𝑓𝑓𝑓𝑓⃗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = � �𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0

(3)

�⃗は速度ベクトルを表す．また𝑓𝑓𝑓𝑓⃗は以
ここで𝜌𝜌𝜌𝜌は密度を表し，𝑢𝑢𝑢𝑢
下の式を表す．

ここで𝑃𝑃𝑃𝑃は圧力を表し，𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏は粘性応力テンソルを表す．ここ
で定常流を仮定すると，式(1)の時間微分項が消去される．
また物体を囲む任意の閉曲面内の 3 次元領域で式(1)の両辺
を体積分し，その右辺に Gauss の発散定理を適用すると

𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑆𝑆𝑆𝑆

となる．ここで 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗は積分面における外向き単位法線ベクトル
を表す．簡単のために 2 次元図で考えると，Fig.1 に示した
閉曲面において，表面積分経路𝑆𝑆𝑆𝑆は𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆0 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶
に分割できる．𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 は物体表面𝑆𝑆𝑆𝑆0 と閉曲面外面𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 をつないで
いる．𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 と−𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 は積分方向の向きが逆となるので互いに
打ち消し合い，𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆0 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 となる．よって，式(3)は積分面
𝑆𝑆𝑆𝑆0 と𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 を足し合わせた次式に変形できる．
� � 𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + � � 𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝑆𝑆𝑆𝑆0

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

(4)

式(4)の左辺第一項の被積分関数は，物体表面上で速度はゼ
ロとなるので，𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ = (−𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 ̿ + 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏となり，以下の式となる．
� � 𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = � � �(−𝑃𝑃𝑃𝑃)𝐼𝐼𝐼𝐼 ̿ + 𝜏𝜏𝜏𝜏̿� ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑆𝑆0

𝑆𝑆𝑆𝑆0

(5)
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式(5)において，𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗の法線ベクトルを(−𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗)，つまり翼表面外
向きにすると，翼に働く力ベクトル𝐹𝐹𝐹𝐹⃗ の計算式となる
（Fig.1 参照）．即ち，式(4)は

から

− 𝐹𝐹𝐹𝐹⃗ + � � 𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0

(6)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

𝐹𝐹𝐹𝐹⃗ = � � 𝑓𝑓𝑓𝑓⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

= � � [−𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗(𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗) + (−𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ + 𝜏𝜏𝜏𝜏̿ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(7)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

となり，物体に働く力を検査体積外側境界の周回表面積分
で表現できることになる．
抵抗は，Fig.1 の座標系において𝑥𝑥𝑥𝑥方向に働く力である．
𝐷𝐷𝐷𝐷 = ���⃗
𝐹𝐹𝐹𝐹 ⋅ 𝐼𝐼𝐼𝐼⃗𝑥𝑥𝑥𝑥

= � � [−𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗) + (−𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜏𝜏𝜏𝜏⃗𝑥𝑥𝑥𝑥 ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(8)

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

(𝑃𝑃𝑃𝑃∞ は定数)

(9)

したがって，抵抗値𝐷𝐷𝐷𝐷は以下の式で表せる．
𝐷𝐷𝐷𝐷 = � � [−𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗) + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜏𝜏𝜏𝜏⃗𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐

２．３．検査体積を囲む表面積分における Far-Field 法
式(10)を用いて，抵抗計算する手法を Far-Field 法という．
ここで，遠方境界を粘性応力が無視できるほど十分遠方に
設定する．また，𝑆𝑆𝑆𝑆1 面の流れは一様流とし，𝑆𝑆𝑆𝑆1 以外の面を𝑆𝑆𝑆𝑆2
面 と す る ． そ の た め ， 𝑆𝑆𝑆𝑆1 面 で は 圧 力 が 𝑃𝑃𝑃𝑃∞ で ， 速 度 は
(𝑈𝑈𝑈𝑈∞ , 0,0)となる．よって，式(10)から次式が得られる．
𝐷𝐷𝐷𝐷 = � � 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈𝑈𝑈∞ 2 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + � � [−𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗) + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑆𝑆1

𝑆𝑆𝑆𝑆2

ここで積分形の質量保存則を検査体積に適用すると，

𝑆𝑆𝑆𝑆1

𝑆𝑆𝑆𝑆2

(10)

𝐷𝐷𝐷𝐷 = � � [𝜌𝜌𝜌𝜌 (𝑈𝑈𝑈𝑈∞ − 𝑢𝑢𝑢𝑢)(𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗) + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑆𝑆𝑆𝑆2

𝐷𝐷𝐷𝐷 = �

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

+�

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊

+�

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇

+�

[ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑈𝑈𝑈𝑈∞ − 𝑢𝑢𝑢𝑢)𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥_𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

[ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑈𝑈𝑈𝑈∞ − 𝑢𝑢𝑢𝑢)𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

[ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑈𝑈𝑈𝑈∞ − 𝑢𝑢𝑢𝑢)𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊 + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

２．２．物体表面における Near-Field 法（近接場法）
式(5)より， 力の方向を外側に向かって正とすると，

なので

���⃗ ⋅ 𝐼𝐼𝐼𝐼⃗𝑥𝑥𝑥𝑥 = � � [𝑃𝑃𝑃𝑃 ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥 − 𝜏𝜏𝜏𝜏⃗𝑥𝑥𝑥𝑥 ⋅ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗]𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑆𝑆𝑆𝑆0

(16)

[ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑈𝑈𝑈𝑈∞ − 𝑢𝑢𝑢𝑢)𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵

Fig.1 Closed surface 𝑆𝑆𝑆𝑆

(15)

式(15)は更なる変形が可能[1,3,4]であるが，本稿では式
(15)を検討する．
式(15)は検査体積の運動量保存則から導出された式である．
つまり抵抗は元来，検査体積を囲む全ての面での積分計算
から得られる．ここでは，更にFar-Field法の原点に立ち戻っ
て，以下の式を検討する．

+�

𝑆𝑆𝑆𝑆0

(14)

� � 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑈𝑈𝑈𝑈∞ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = � � 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊

𝐹𝐹𝐹𝐹⃗ = � � [−𝑃𝑃𝑃𝑃(−𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗) + 𝜏𝜏𝜏𝜏̿ ⋅ (−𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗)] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(13)

が得られる．式(14)より，式(13)から次式が得られる．

�⃗ベクトルの𝑥𝑥𝑥𝑥方向速度成分で
𝐼𝐼𝐼𝐼⃗𝑥𝑥𝑥𝑥 は𝑥𝑥𝑥𝑥方向単位ベクトル，𝑢𝑢𝑢𝑢は𝑢𝑢𝑢𝑢
ある．𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥 は𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗ベクトルの𝑥𝑥𝑥𝑥方向成分，𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥 は�𝜏𝜏𝜏𝜏𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝜏𝜏𝜏𝜏𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥𝑥𝑥 , 𝜏𝜏𝜏𝜏𝑧𝑧𝑧𝑧𝑥𝑥𝑥𝑥 �であ
る．ここで後の抵抗計算の簡単化のために，次の式(9)を式
(8)の両辺に加える．なお式(9)は定数の周回積分であるため，
積分路に依らずゼロとなる．
0 = � � 𝑃𝑃𝑃𝑃∞ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

けやすいことが挙げられる．特に，ボクセル格子で数値解
析を行った場合など物体表面が滑らかな曲線や曲面で定義
できないと，積分計算が精度良く行えず，正確な抵抗値を
求めることが難しい．

[ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑈𝑈𝑈𝑈∞ − 𝑢𝑢𝑢𝑢)𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥_𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 は流入面，𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 は後流面，𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊 は上下面以外の遠方
境界面，𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 は上面，𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 は下面の遠方境界面をそれぞ
れ示している．Fig.2に，検査体積の概略図を示す．

(11)

(12)

式(12)を用いて，抵抗計算する手法を Near-Field 法（近接場
法）という．この手法は，物体表面にかかる力である圧力
及び粘性によるせん断応力を表面積分することで抵抗計算
を行っており，CFD で一般的に使用されている．この手法
の利点としては直接的なため，抵抗計算の理解が容易であ
ることである．一方で，欠点としては格子分布の影響を受

Fig.2 検査体積の概略図
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊 に関しては，法線ベクトルが𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛⃗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊 = (0,1,0)であるた
め，速度ベクトルと内積をとると，項が消去されてほぼ無
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視することができる．また， CFDにおいては𝑆𝑆𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 ， 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇 ，
𝑆𝑆𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 の外側境界面を表面積分の面として選ぶと，遠方境
界条件として一様流の値が与えられているため，式(16)は結
果的に後流面の積分しか残らないことになる．したがって，
式(16)は以下の式に変形することができる．
𝐷𝐷𝐷𝐷 = �

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊

[ 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑈𝑈𝑈𝑈∞ − 𝑢𝑢𝑢𝑢)𝑢𝑢𝑢𝑢
�⃗ ∙ 𝑛𝑛𝑛𝑛�⃗𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 + (𝑃𝑃𝑃𝑃∞ − 𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑛𝑛𝑛𝑛𝑥𝑥𝑥𝑥_𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ] 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(17)

これが後流面のみで，抵抗計算ができる後流積分法（Wake
Integration）の根拠となる．
３．3 次元翼単体周りの流れ場シミュレーション
対象とするデータは，NACA0012の断面を持つ矩形翼周
りの流れ場である．また流れ場を準備するために，3次元圧
縮性Navier-Stokes方程式を基礎式とする有限体積法でRANS
シミュレーションを行った．流れ場の物理量は，翼コード
長（Cと表記する）を基準長さとして無次元化し，速度は
一様流の音速で無次元化した．スパン長は5 Cで，翼端は半
スパン長の5%を直径とする半円形状とした．翼前縁の𝑥𝑥𝑥𝑥 座
標を0とし，後流面から翼に向かって左手の面を翼の対象面
とする半裁モデルで解析を行った．計算条件は，マッハ数
M∞=0.82，迎角𝛼𝛼𝛼𝛼 =4.86° ，レイノルズ数Re=3.0×106である．
なお解析で使用した計算格子は，遠方境界条件による影響
を緩和するために遠方境界付近で格子間隔を狭くとってお
り，総格子点数が1,160,082点の構造格子である．また計算
領域は，𝑑𝑑𝑑𝑑方向に0～15.0，𝑑𝑑𝑑𝑑方向に‐10.0～10.0の位置で遠方
境界を設定した．計算格子の概要をFig.3に示す．
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５．翼単体の抵抗計算結果
翼単体の流れ場を準備する際に，Near-Field 法によって得
られた抵抗係数は，CD＝0.0588 であった．
５．１．翼単体で式(17)を用いた結果
以下，流れ場準備のシミュレーションから得られた抵抗
係数（Near-Field）と式(17)から得られた抵抗係数（Wake
Integration）を比較する．
Fig.5 に，後流位置でyz平面にスライスした計算格子を示
す．なお，赤色で示した範囲が積分範囲である．

Fig.5 積分領域（遠方境界を含む）
後流断面位置に対するそれぞれの抵抗係数を Fig.6 に示す．
なお翼後端の位置は，𝑥𝑥𝑥𝑥=1.00 である．

Fig.6 後流位置における後流積分結果
Fig.3 計算格子（構造格子）
４．翼単体の後流断面
後流積分法は後流断面で計算するため，対象とする後流
データは１面だけでも可能である．しかし，その対象面に
おける最適位置を検討するためにも，本稿では複数面での
結果を比較する．翼周りデータにおける後流積分の対象と
する面は，主流方向に不等間隔で翼コード長を基準長さと
して，𝑥𝑥𝑥𝑥=1.10～6.46 の全 30 断面を対象とした．Fig.4 に翼と
後流断面との位置関係を示す．

Fig.6 より，Near-Field の値と比較すると，Wake Integration
の値が約 240ct も小さくなっている．これは抵抗要素を捉え
きれていないためであると考えられる．また，その値は翼
後縁から離れるほど小さくなっていることがわかる．これ
は計算領域が十分に確保されていないために，CFD 計算に
おいて，実際は一様流になっていない所を遠方（一様流）
境界としており，遠方境界付近の流れ場が現実の物理現象
とは違っているためだと考えられる．
５．２．翼単体の検査体積を囲む表面積分による結果
以下，流れ場準備のシミュレーションから得られた抵抗
係数（Near-Field）と検査体積を囲む表面積分から得られた
抵抗係数（Far-Field_Total）を比較する．
Fig.7 に後流位置における計算格子をyz平面でスライスし
た際の格子を示す．なお積分する際に，遠方境界で強制的
に一様流の値が設定されていることの影響を考慮して，
Fig.7 の赤線で囲まれた範囲を積分範囲としている．

Fig.4 後流断面位置（翼単体）
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きくなっており，CFD における遠方境界位置が十分遠くな
い事の影響が大きく出ていることが分かる．
５．３．翼単体における抵抗要素の可視化
本稿では，式 (17)における被積分関数の値を抵抗要素
（Drag Source Element）と定義する．そして，翼にかかる
抵抗の影響が後流面でどのように現れているかを可視化し
て確認した．𝑥𝑥𝑥𝑥=1.10C，3.92C 位置での抵抗要素を可視化し
た図を Fig.10-11 にそれぞれ示す．

Fig.7 積分領域（遠方境界を含まない）
後流断面位置に対するそれぞれの抵抗係数を Fig.8 に示す．
また Far-Field_Total は，式(16)における全ての表面積分を足
し合わせた値である．

Fig.10 抵抗要素（翼単体）[ 𝑥𝑥𝑥𝑥 =1.10C ]

Fig.8 後流位置における表面積分結果
Fig.8より，翼後縁付近におけるFar-Field_Totalの抵抗係数は
増加傾向にあることがわかる．また翼後縁から翼コード長2
倍の位置（𝑥𝑥𝑥𝑥 = 3.00）までは，Near-FieldとFar-Field_Totalの
値がほぼ一致していることがわかる．一方で𝑥𝑥𝑥𝑥 = 3.00以降は，
翼後縁から離れるほど，Far-Field_Totalの値が小さくなって
いる．これは，遠方境界条件や数値拡散の影響を受けてい
るためであると考えられる．
次に，本節での検査体積における後流面のみの積分から
得られた抵抗係数（Far-Field_Wake）を Fig.9 に示す．

Fig.9 後流位置における後流面積分の寄与
Fig.9 より，Near-Field の値と比較すると，Far-Field_Wake の
値が約 110ct も小さくなっていることがわかる．これは，後
流面以外からの抵抗の寄与が与えられていないためだと考
えられる．なお Fig.8-9 より，この流れ場においては Front
と Top および Bottom 面における抵抗の寄与が約 20%，後流
面における抵抗の寄与が約 80%であった．また Fig.6 と
Fig.9 を比較すると，Fig.6 の方が Near-Field の値との差が大

Fig.11 抵抗要素（翼単体）[ 𝑥𝑥𝑥𝑥 =3.92C ]

Fig.10-11 より，前方で翼がある位置では，翼表面付近の境
界層による速度欠損の影響を捉えている．翼端部の後流で
は大きな値を示しており，翼端渦を捉えていると考えられ
る．また翼後縁から離れるほど，全体的な抵抗要素の拡散
がみられる．それから翼上方の後流において，抵抗要素の
分布が現れていることが確認できる．これは，衝撃波に起
因する抵抗を捉えているのではないかと考えられる．そこ
で衝撃波の状況を確認するために，翼面上の Cp 分布を
Fig.12 に示す．

Fig.12 翼面上のCp分布
Fig.12 より，マッハ数 0.82 の Cp 分布で翼面上に衝撃波が
発生していることが確認できる．このことから，翼面上で
現れている抵抗要素の分布は，衝撃波に起因する造波抵抗
を捉えていると考えられる．
６．3 次元翼胴体周りの流れ場シミュレーション
対象とする機体形状には，NASA-CRMを用いている．計
算格子は，JAXAから提供されたデータを使用した[5]．
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基礎方程式は 3 次元圧縮性 Navier-Stokes 方程式で，CFD
ソルバーは JAXA により提供されている圧縮性流体解析ソ
ルバーFaSTAR[6]を用いて，RANS シミュレーションを行
った．長さスケールは MAC 長(=7.00532[m])で無次元化し
ており，速度は一様流音速で無次元化している．計算条件
は，基準面積 Sref =3.90926，基準縦長さ C=1.0000，Re=2.26
×106，マッハ数 M∞=0.85，迎角 α=4.84°であり，解析は半
裁モデルで行った．なお解析で使用した計算格子は，総格
子点数 26,091,251 点の非構造格子である．また計算領域は
十分物体から離れた，𝑑𝑑𝑑𝑑方向に 0～184.0，𝑑𝑑𝑑𝑑方向に‐92.0～
92.0 の位置で遠方境界を設定した．計算格子の概要図を
Fig.13 に示す．
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ここで，後流位置𝑥𝑥𝑥𝑥 = 9.4における計算格子全領域の Cp コ
ンター図を Fig.16 に示す．また Fig.16 において，赤線で示
した積分範囲まで拡大した Cp コンター図を Fig.17 に示す．

Fig.16 後流断面のCp [𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0～184.0, 𝑑𝑑𝑑𝑑 = −92.0～92.0]

Fig.13 計算格子（非構造格子）
７．翼胴体の後流断面
７．１．翼胴体の積分範囲
翼胴体データにおける後流積分の対象とする面は，
𝑥𝑥𝑥𝑥=9.40C～12.20C 間の 8 断面であり，0.4 C 刻みで取ってい
る．Fig.14 に翼胴体と後流断面との位置関係を示す．

Fig.17 後流断面のCp [𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0~40.0, 𝑑𝑑𝑑𝑑 = −20.0~20.0]

Fig.16-17 より，積分範囲よりも広い範囲では Cp が一様
に近い値をとっていることが確認できる．つまり，設定し
た積分範囲に後流領域が完全に含まれていると考えられる．
７．２．格子変換
翼胴体の格子に関しては非構造格子であるため，後流面
を取り出す際に等間隔格子を貼り直している．なお等間隔
格子の格子幅は，MAC 長を基準長さとして，𝑑𝑑𝑑𝑑方向と𝑑𝑑𝑑𝑑方
向にそれぞれ 0.045 とした．

Fig.14 後流断面位置（翼胴体）
Fig.15 に後流位置で計算格子をyz平面でスライスした際の
格子を示す．また翼単体の場合と同様に，遠方境界からの
影響を考慮するとともに，後々の格子変換でデータ量が増
えることを考慮して積分範囲を限定した．なお Fig.15 の赤
線で囲まれた範囲が，積分範囲を示している．

Fig.15 後流断面の格子（翼胴体）

８．翼胴体の抵抗計算結果
８．１．翼胴体の後流面積分による結果
マッハ 0.85 で飛行する翼胴体における Near-Field 法で算
出した抵抗係数は， CD＝0.0659 であった．
流れ場準備のシミュレーションから得られた抵抗係数
（Near-Field）と後流面積分から得られた抵抗係数（FarField）を比較する．そこで，後流断面位置変化に対する
Far-Field 法で算出した抵抗係数値変化を Fig.18 に示す．な
お胴体後端の位置は，𝑥𝑥𝑥𝑥=9.293 である．

Fig.18 後流位置における積分結果
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Fig.18 で Far-Field としてプロットした値は，全表面の積
分を行ったものではないので，厳密な意味での Far-Field で
はなく，前節で Far-Field_Wake と呼んだ値と対応している．
Fig.18 より，胴体に近い後流断面から離れるほど，次第に
値が大きくなっていることがわかる．胴体付近の後流断面
で抵抗値を小さく評価しているのは，格子変換によって，
元々の胴体付近の密な格子よりも大きくなってしまったた
めであることも考えられる．Near-Field 法での算出値と比
較すると約 2ct 小さく評価しており，誤差は約 0.3%程度生
じている．
８．２．翼胴体における抵抗要素の可視化
翼単体と同様に，式(17)における被積分関数の値を抵抗
要素（Drag Source Element）と定義し，可視化を行った．
Fig.19-20 に𝑥𝑥𝑥𝑥=9.40C，12.20C 位置での抵抗要素を可視化
した図をそれぞれ示す．
Fig.19-20 より，前方で翼胴体の位置する部分では翼胴体
表面の抵抗による影響を捉えている．翼端部の後流では，
揚力起因の渦が顕著に認められ，翼端渦を捉えていると考
えられる．また翼後流よりも胴体後流における影響の方が
拡散は少ないので，より限定された領域に複雑な変化をす
る現象が認められる．

Fig.19 抵抗要素（翼胴体）[ 𝑥𝑥𝑥𝑥 =9.40C ]

Fig.20 抵抗要素（翼胴体）[ 𝑥𝑥𝑥𝑥 =12.20C ]

Fig.19-20 を比較すると，胴体から離れるほど，翼端部にお
ける渦と全体的な抵抗要素の拡散がみられる．また，構造
格子よりは拡散が抑えられている．飛行物体が異なるので，
単純な比較はできないが，翼胴モデルの後流部分の空間格
子分布拡大率は，翼単体モデルのそれより小さいことも拡
散を抑制している原因の一つと考えられる．
ここで Fig.21 に抵抗要素，圧力値と流跡線の可視化図を
示す．Fig.21 の後流面では抵抗要素，翼胴体表面及びスパン
方向にスライスした面では圧力値をそれぞれ示している．
Fig.21 より，後縁のキンク位置から渦が発生していることが
わかる．そして，キンク位置からの発生渦が後流面にも捉
えられている．翼表面では衝撃波も確認でき，抵抗要素の
可視化図からは造波抵抗要素も認められる．しかし，翼胴
体では後退角がついており，翼から離れた後流面をとって
いるため，翼単体よりも造波抵抗要素の確認できる範囲が
限定的であると考えられる．

Fig.21 抵抗要素，圧力値と流跡線の可視化
９．結言
遷音速の翼単体及び翼胴体における流れ場を CFD シミュ
レーションにて準備した．その後，翼単体の流れ場に対し
ては後流積分の原点に立ち戻り，検査体積の表面積分を行
った．また，翼単体及び翼胴体の流れ場における後流断面
を対象とし，後流積分法を用いて抵抗値を算出した．そし
て，後流断面位置による算出値の変化を考察した．抵抗要
素（被積分関数）を可視化することで，後流断面における
物体の影響を確認し，各流れ場で比較，検討を行った．こ
れらの検討から得られた知見を以下にまとめる．
・遠方境界と物体が近い場合には，後流面のみの積分だけ
では不足しており，検査体積を囲む表面積分を行う必要が
ある．一方で，遠方境界と物体との距離が十分確保されて
いる場合には，後流面のみの積分でも Near-Field 法の値に
近い値を算出することができると考えられる．
・翼後縁付近や胴体付近の後流断面における抵抗値が他の
後流断面よりも小さく評価している傾向があるのは，格子
変換によって元々の密な格子よりも格子が大きくなってし
まったためではないかと考えられる．そのため，現状では
後流積分の対象とする後流断面は胴体付近よりも離れた位
置の方がよいと考えられる．
・抵抗要素を可視化すると，翼単体及び翼胴体から離れる
ほど，値が拡散していることが確認でき，遷音速域の流れ
場では，後流面で衝撃波に起因する抵抗（造波抵抗）を捉
えていると考えられる．よって，全体抵抗から造波抵抗の
成分を取り出すことが可能であると考えられる．
・翼胴体における抵抗要素の可視化図では，後縁のキンク
位置で発生している渦や翼端での渦を捉えていることが確
認でき，値の拡散がみられた．
これらの発見を踏まえ，今後の課題及び展開をまとめる．
・翼に後退角をつけることで，後流の現象や後流積分に与
える影響を確認する必要がある．
・後流積分法と Near-Field 法による算出値で生じた誤差の
原因を考察し，より高精度に計算するための検討を行う必
要がある．さらに全体抵抗を物理現象ごとに分解する，抵
抗分解への応用も進めていきたいと考えている．
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非定常空力現象兆候検出へのデータマイニング試行

A first attempt for detecting transonic buﬀet signature via unsteady-data mining
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The transonic buﬀet degrades the aerodynamic performance of the aircraft during cruise. It is a phenomenon that should be avoided
absolutely as it may lead to accidents. However, the mechanism of occurrence has yet to be elucidated. To understand this phenomenon, large-scale unsteady data is accumulated using computational fluid dynamics. In contrast, data mining of time series data
such as unsteady data is a recent topic in that field. In this study, we have attempted to perform unsteady data mining with capacity
exceeding Tera’s order. As a result, the behavior of the physical quantity before the transonic buﬀet arises was suggested to be different from the data just before the transonic buﬀet occurs. Moreover, a topological data analysis revealed abnormalities before the
temporal origination determined by visualizing flow structure. Based on the results, we visualized the data over time, and found the
characteristic change of the viscosity distribution on the wing surface. This should be a clue to elucidate this phenomenon.
Key Words: Data mining, Unsteady aerodynamic data, Transonic buﬀet, Sign detection, Airplane

1. Introduction
Unfortunately, the current civil aircraft has transonic cruises
because the supersonic aircraft Concorde has retired. Because
the shockwave interacts with the separated boundary layer,
many transient phenomena occur under transonic flow conditions. The resulting pressure fluctuations cause a number of
undesirable unstable eﬀects and therefore there is the possibility of shockwave oscillations known as transonic buﬀets on the
wing surface of the airplane 1) .
This is a phenomenon in which the interaction between the
shockwave and the turbulent boundary layer and the separation
of the flow cause a large self-sustained fluctuation on the profile
at the transonic Mach number. Shock-induced variations often
lead to periodic impact motion with large amplitude at high subsonic Mach numbers. Although these shockwave movements
were reported in 1947 2) , the physical mechanism of the wing
transonic buﬀet is still unknown despite the possibility of inducing a severe accident. So the transonic buﬀet is one of the most
important topics in the experimental / computational aerodynamic field. When transonic buﬀet occurs in a civil aircraft sailing on a daily basis, it is an extremely dangerous phenomenon
due to falling into a stall and therefore has a flight profile such
that a transonic buﬀet never occurs. Elucidation of the cause is
a matter of great urgency.
Past experiments and calculations show that the transonic
buﬀet phenomenon is low frequency oscillation 3) . It is slower
on the order of O(10−1 ) to O(10−2 ) than the flow phenomena
generated around the wing of the airplane. In recent years, experiments and calculations gradually capture the transonic buffet 4) , but its data is enormous in Tera-order due to the fine
time scale. Because this is an acceptable quantity as one of
Big data 5) , it is not possible to easily analyze data for the tran-

sonic buﬀet data set. Big data analysis is a topic in the field of
data mining and extensive data analysis, however, in the field
of aerospace engineering, it has not been able to successfully
use time series data sets such as unsteady aerodynamic data. To
acquire knowledge to make use of the design, it is necessary
to obtain design information through data mining by eﬀectively
using accumulated unsteady data.
The ultimate goal of this project is to reveal the cause of
the transonic buﬀet and to design a new geometry of the airplane wing or a device that does not produce transonic buﬀet
on the aircraft. As a first step, this study determines the temporal and spatial origination of the transonic buﬀet temporally and
spatially with respect to a time series data set with a transient
phenomenon of transonic buﬀets constructed by Computational
Fluid Dynamics (CFD). To do so, we tried several data mining
techniques from conventional to state-of-the-art methods and
examined the policy of the next step.
2. Numerical Methods
2.1. CFD
Unstructured detached eddy simulation (DES) is executed
using FaSTAR (FaST Aerodynamic Routines) 6) developed by
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). Summarize the
calculation scheme for analyzing the transonic buﬀet by FaSTAR shown in Table 1.
We prepare a calculation model for NACA0012. The 3D
model has a length of non-dimensional spanwise length of 0.5
under the dimensionless chord length of 1.0 shown in Fig. 1. We
calculate under the Mach number M = 0.72 =const. For data
mining, we obtain the data set from DES analysis with swept
angle of attack (AoA) (linear angle of attack α sweep from 3.6
to 4.6 [deg] because the transient buﬀet is predicted from DES
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Table 1.

Computational schemes on FaSTAR for analyzing transonic buﬀet.

Governing equation
Discretization
Mesh type
Inviscid flux
Viscous flux
Gradient evaluation
Limiter
Turbulent model
Time integration
Domain decomposition
Parallel computation

Full Navier-Stokes
Cell-center
Structured
Harten-Lax-van Leer-Einfeldt-Wada 7)
Cell gradient
Weighted Green-Gauss
Hishida’s limiter
Spalart-Allmaras (SA-no f t2 -R) 8)
Lower/Upper-Symmetric Gauss Seidel 9)
METIS
MPI

Fig. 1. Computational model using NACA0012. Generated meshes
size are 501 × 101 × 161.

analysis with fixed AoA near α of 4.1 [deg]). The initial value
of DES analysis with swept AoA uses the result of DES with
fixed AoA and starts continuation calculation. The dimensionless time step is 0.005 (roughly equivalent to real time 0.003
[s]) and 320000 steps are totally computed. y = 0 and y = 0.5
have periodic boundary condition. We acquire six output data:
density ρ, x-directional velocity u, y-directional velocity v, zdirectional velocity w, pressure p, and the turbulent eddy viscosity coeﬃcient near the wall ν̃.
Since the amount of data becomes enormous when physical
quantities are acquired in all cells of the mesh, this time we
create data sets for data mining at 60 monitoring points. The
monitoring points #1 to #30 are on the top side surface of the
computational model, and #31 to #60 are set as one layer upper
mesh. In this paper, we will focus on the monitoring points from
#1 to #30 due to similar tendencies. The monitoring points from
#1 to #30 are shown in Fig. 2. The monitoring points from #1 to
#10 are on y = 0.10, from #11 to #20 are on y = 0.25, and from
#21 to #30 are on y = 0.40. The x coordinates of #1, #11, and
#21 are set at x = 0.05, #10, #20, and #30 are set at x = 0.50.
Other monitoring points are set at even intervals.

Fig. 2. The monitoring points on the upper surface of NACA0012
computational model.

2.2. Data Mining
We employ several data mining techniques: on-demand type
correlation-based hierarchical structuring method (CIHSM) 10)
including a parallel coordinate plots (PCP) 11) and a scatter plot
matrix (SPM) 12) , the Barnes-Hut-SNE (Stochastic Neighbor
Embedding) 13) , and the Betti sequence 14) . CIHSM is a type
of rule mining, structuring generated rule set and clarifying
the organic relationship between the rules. Each rule set applies PCP and SPM to examine a physical background which
rule sets generate. PCP and SPM are the well-known generalpurpose tool for multi-dimensional data visualization. Even
though many visualization techniques have been supposed, PCP
and SPM are still the simplest and the easiest to observe complex relationships among variables of high-dimensional data.
The Barnes-Hut-SNE is an embedding technique that is commonly used for the visualization of high-dimensional data in
SPM and that normally runs in O(N 2 ).
In contrast, the Betti sequence analysis is based on the chaos
theory 15) and the persistent homology 16) ; it is one of the topological data analysis (TDA) 17) manners. The Betti sequence is
the vector which describes the feature of attractor. It represents
the following time evolution equation relative to time series using persistent homology:

xk+1 = f (xk , xk−1 , · · · , x1 ),

(1)

where xi (∀xi ∈ ℜ) denotes time series observations. We analyze the classification scores to cognize the occurrence of buﬀet
via applying the above Betti sequence to unsteady aerodynamic
data as TDA viewpoints. The detailed descriptions of the Betti
sequence can be referred in 14) .

Fig. 3. Instantaneous situation of the CFD result in the transonic buffet on the wing upper region. We illustrate the wing upper surface,
iso-surface of turbulent viscosity with C p distribution, and the surface
at y = 0.40 with C p distribution.
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3. Results
3.1. CFD Result as a Data Mining Dataset
CFD analysis is implemented in JSS2 (JAXA supercomputer
system second generation). DES analysis with swept AoA takes
about two weeks. In this calculation, alpha is shifted from 3.60
to 4.60 [deg]. This is because it was confirmed that the transonic
buﬀet starts from approximately 4.12 [deg] in the result of the
DES with fixed AoA separately performed (for eﬀective parametric calculation of 2 decimal places, the eﬀective digits are
up to 2 decimal places). Analysis of the results obtained from
DES analysis with swept AoA showed that the transonic region
of transonic buﬀet is roughly 13% to 24% of the chord length;
the Strouhal number S t on the time scale based on the chord
length (S t ≈ 1) is approximately 0.073 to 0.081. Thereupon,
the current transonic buﬀet is a low frequent phenomenon.
Figure 3 shows the 3D flow of the instantaneous situation
after the transonic buﬀet began to occur. It consists of an isosurface of the turbulent viscosity with a contour of the pressure
coeﬃcient C p and a calculated surface with y = 0.40 with C p
contour. From this figure, we can know the flow structure under
transonic buﬀet condition. Separation occurs behind the shockwave surface. The boundary layer grows, the transition region
appears, and the turbulent boundary layer develops. We can
also observe three-dimensional nonlinear structure.
3.2. Data-Mining Result

135

3.2.2. Result from Barnes-Hut-SNE

Figure 5 illustrates the results of applying the Barnes-HutSNE at from #01 to #05. The five-dimensional physical quantity
is expressed as a feature that is dimensionally compressed well
than expected. Since the periodic and gradual changes of the
physical quantities are drawn, this algorithm can also visualize
the time series changes of the physical quantities. If we classify
the physical quantity and examine the trend change, it may be
applicable to sign detection. However, although there seems to
be features, it is still unknown which physical quantity to focus
on. Many of the dimensionally compressed features overlap and
there are monitoring points that are diﬃcult to grasp the features
qualitatively but because we can not conclude that there is no
physical quantity feature, we will consider coupling with other
dimensional compression methods.
3.2.3. Result from the Betti Sequence

From the analysis results at all monitoring points, the results
of #01 to #05 are shown as a representative example in Fig. 6.
According to the CFD result, since the position in the chordwise
direction is 13 to 24% in the oscillation region of the transonic
buﬀet, the monitoring points #01 and #02 are always located in

3.2.1. Result from PCP

The data of DES with swept AoA was analyzed from the
following viewpoint:
• We compare six physical quantities’ changes at whole
monitoring points to find diﬀerences in trends by points.
• We analyze based on two viewpoints:
– physical amounts themselves at each monitoring point
at present time
– diﬀerence of physical quantities between the immediately preceding and present time at each monitoring
point
to cognize the diﬀerence between that two viewpoints.
• We compare not only the values at each monitoring point
but also the data of the surrounding spots with the values
of the averaged data so that we analyze what kind of trend
diﬀerence will occur.
Figure 4 shows the PCP results between well before and just
before buﬀet occurs. As a consequence, the tendency greatly
depends on the monitoring points; it was found that the closer
to the shockwave, the more clearly the tendency is exhibited.
Although it was confirmed that the trend greatly diﬀers with
the diﬀerence and the value itself, there was no large diﬀerence
between the two in the strength of the trend.
Moreover, there is a part where the tendency is strengthened
by taking the average of the surrounding monitoring points. The
representative monitoring point is #5; we shows the PCP of
the six physical quantities between the time before occurring
transonic buﬀet and that immediately before occurring it. This
figure simply explains the diﬀerent tendency of the behavior
of whole physical quantities, hence we will visualize the flow
structure under the condition addressed by PCP in Chapter 4. to
clarify the physical reason of the diﬀerent tendency.

(a)

(b)
Fig. 4. PCP of averaged sampling diﬀerence. Red lines represent
the data with conditional correspondence and blue lines denote other
whole data. (a) the data at the time before occurring transonic buﬀet.
(b) the data at the time immediately before occurring transonic buﬀet.
Note that nitr denotes the computational iteration number.
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Fig. 6. The result of applying the Betti sequence to u physical quantity at the monitoring points from #01 to #05. Red line describes the
normalized number of the Betti sequence and blue line denotes normalized u. The line is drawn at the position at α = 4.12 [deg] where
transonic buﬀet was determined to have occurred with the naked eye
from CFD animation.

Fig. 5. The result of applying the Barnes-Hut-SNE at the monitoring
points from #01 to #05.

front of the shockwave regardless of the time. Also, the monitoring points #03 and #04 are in shockwave oscillation, the
point #05 always lies behind the shockwave regardless of the
passage of time.
For monitoring points #01 and #02, the normal u is a constant
value; the Betti sequence value is not detected. In contrast, time

series fluctuations are detected at #03 and #04.
Here we need to pay attention to the result of #03. This point
is the most anterior position of the chordwise direction where
the shockwave oscillation occurs. From the result of DES with
fixed AoA, it was confirmed that shockwave oscillation begins
at α 4.12 [deg], but this result shows the reaction at α 3.7288
[deg]. In the results of DES with fixed AoA, it was judged that
the attack angle at which the shockwave started to oscillate was
the occurrence of a transonic buﬀet, but in data mining using the
Betti sequence, it is suggested that the transonic buﬀet already
started at a lower angle of attack than α 4.12 [deg]. The invisible
phenomenon is captured by the Betti sequence, which may be
the temporal origination of the transonic buﬀet.
The time variation of the speed steadily appears at #05, but
the value of the Betti sequence rises sharply to α of 3.6202
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[deg]. Although no shockwave passes, it is suggested that an
abnormal phenomenon occurs behind the shockwave. Due to
a phenomenon earlier than α of 3.7288 [deg], which may be a
sign of a transonic buﬀet at #03, the abnormal phenomenon that
occurs behind the shockwave may be the beginning of a subsequent transonic buﬀet. Since we cannot completely deny the
possibility that the transonic buﬀet is already occurring at α of
3.60 [deg], we need to use the sweep calculation result from the
angle of attack of less than 3.60 [deg].
4. Feedback of Knowledge from Data Mining to Visualization
4.1. Observing Flow Structure at the Time Specified by
Data Mining
We will observe the instantaneous flow structure at the specified time to construe the abnormality that PCP and the Betti
sequence indicate. Figure 7 shows front upward visualization
of C p distribution on wing surface and iso-surface of u = 0
which describes flow separation boundary. This figure reveals
that separation behavior has 3D non-linearity for spanwise direction.
A bird’s-eye view is shown in Fig. 8 to clearly show the monitoring points around #5. Figure 8(a) shows that separation behind the shockwave is suppressed near y = 0.10. Separation
does not grow and reattaches to the wing upper surface. According to Fig. 8(b), perturbation of C p on the wing surface
does not appear in the vicinity of #5, but there is a remarkable
diﬀerence in the spatial structure of x-direction velocity u.
In contrast, as indicated by three arrows, we recognize a different tendency in Fig. 8(c) showing the viscosity distribution
on the wing surface. These are the positions where the highly
viscous region is maintained in the chordwise direction. That
is, it can be confirmed that the three-dimensional nature of the
flow structure with respect to the spanwise direction is generated. High viscosity elongation inhibits separation and causes
reattachment. Diﬀerences between data indicated by PCP and
abnormality indicated by the Betti sequence are due to instability in boundary layer transition.
The transonic buﬀet has three-dimensional structure in the
spanwise, because shockwaves have three-dimensionality before reaching buﬀet. The three-dimensional nature of the shock-
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wave arises from the twist of the average flow generated by
the instability of the boundary layer transition on the wing surface. Since three-dimensionality exists regardless of whether
transonic buﬀet occurs or not, instability due to boundary layer
transition is probably not a direct cause of transonic buﬀet.
Consequently, Fig. 8 derived by PCP and the Betti Sequence
suggests a physical mechanism to induce three-dimensionality
in the spanwise direction. Since the diﬀerence of the physical
quantity can capture the minute fluctuation, it succeeded in simply grasping the abnormality.
4.2. Hypothesis regarding Physical Mechanism of Transonic Buﬀet Outbreak
The consequences of data mining suggest the physical mechanism of transonic buﬀet as follows;
1.
2.
3.
4.

Shock is generated.
Pressure fluctuation is generated by shock. (*1)
The fluctuation propagates to upstream. (*2)
The fluctuation gives an eﬀect on upstream velocity
changes; upstream pressure also varies according to the

(a)

(b)

(c)

Fig. 7. Front upward visualization of the instantaneous flow structure at the time specified by data mining. Iso-surface of u = 0 and C p
distribution on the wing surface.

Fig. 8. Upward visualization of the instantaneous flow structure at
the time specified by data mining. Red points represent the monitoring
points #4, #5, #6, and #15. (a) Iso-surface of u = 0 and C p distribution
on the wing surface , (b) just C p distribution on the wing surface, and
(c) Laminar viscosity distribution on the wing surface. Red points
denote the monitoring those.
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following Rankine-Hugoniot relation:

γ + 1 p2
ρ2 u1
γ − 1 p1
=
=
.
γ + 1 p2
ρ1 u2
+
γ − 1 p1

References

1+

(2)

If u1 decreases, p1 increases. In contrast, if u2 swells, p1
declines.
5. Shock shifts to keep balance in the vicinity of it ? (*3)
To physically explain the above hypothesis, points of doubt are
listed below:
• (*1) Why shock yields pressure fluctuation.
• (*2) How pressure fluctuation propagates to upstream.
Where is the propagating path. If spatial propagation occurs, spatial monitoring points is necessary.
• (*3) What balance? Circulation?

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Further data mining will be carried out to give a physical explanation to these in the future.

7)

5. Conclusions

8)

In this study, the data mining techniques such as from orthodox to state-of-the-art have been applied to the large scale unsteady aerodynamic data regarding transonic buﬀet generated
by computational fluid dynamic analysis. As a result, several
sign detection can be implemented. In response to this result,
we have found that characteristic changes in the viscosity distribution of the wing surface can be seen as a result of visualizing
the data around the time. Following the consequence, since we
found the necessity of a more suitable dataset for examining
the origination of a transonic buﬀet, further data mining will
be performed for it, we will elucidate the physical mechanism
of transonic buﬀet phenomenon. Design information obtained
from data mining will lead to the geometry design that does not
cause transonic buﬀet.
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G 方程式を用いた噴流浮き上がり火炎の数値解析
山本姫子(早稲田大)，豊永塁(早稲田大)，溝渕泰寛(JAXA)，佐藤哲也(早稲田大)

Numerical analysis of jet lifted flames using G-equation
by
Himeko Yamamoto(Waseda Univ.), Rui Toyonaga(Waseda Univ.), Yasuhiro Mizobuchi(JAXA) and Tetsuya Sato(Waseda Univ.)
ABSTRACT
For the development of fuel-staged aircraft engine combustor, it is necessary to develop a practical combustion calculation code that can
reproduce the complex combustion field and the pressure propagation. In this study, the implementation of the combustion calculation code
(flamelet approach, G equation) for a complex combustion field to a density-based fluid analysis solver, FaSTAR is conducted. With this
calculation code, numerical experiment was conducted for a real-size hydrogen jet lifted flame, and the influence of the two kinds of
evaluation method of scalar G in G equation and turbulent burning velocity models on the calculation result is evaluated.

１．はじめに
近年、ガスタービンやジェットエンジンの環境適合性の
向上に向けて、従来の安定な拡散燃焼形態に加え、希薄予
混合燃焼形態を用いる低 NOx 燃焼器の開発が期待されて
いる。しかし希薄予混合燃焼場ではエンジンの耐久性低下
に繋がる強い熱音響自励振動である燃焼振動が発生しやす
くなるという問題があり、このような燃焼器で対象とする
部分燃焼場を再現するとともに、燃焼振動をはじめとする
圧力伝播を再現可能な実用的な計算コストを有する燃焼流
体解析コードの開発が求められている。
このような背景を踏まえ、本研究では計算コストの低減
のため、Flamelet approach や G 方程式[1]に基づく燃焼モ
デルの開発に着目した。前者のモデルでは、乱流火炎中の
火炎構造が代表的な層流火炎構造で近似可能であるとし
て、予め層流火炎の詳細解析から作成した火炎内部構造デ
ータを用いて乱流火炎を表現する。後者のモデルでは、予
混合燃焼場における火炎面を未燃ガスと既燃ガスを分ける
面としてスカラー変数Gの輸送として表現し、火炎伝播の
影響は一次元層流火炎データベースと乱流燃焼速度モデル
を基に与える。これらの手法を組み合わせ複合燃焼場計算
に拡張した先行例はいくつかある[2]が、密度ベースの圧縮
性流体解析ソルバに対応させた例は少ない。
そこで本研究では、JAXA で開発された密度ベースの圧
縮性流体解析ソルバである FaSTAR[3]を基盤とし
Flamelet approach および G 方程式に基づく化学反応計
算コードの開発を行い、代表的な部分予混合火炎である水
素噴流浮き上がり火炎を対象に評価を行う。また、G 方程
式におけるスカラーGの取り扱いにおいて、Gに反応進行
度的な意味合いを持たせる手法(手法 1)[4]と、Gを火炎面か
らの距離関数として Level set 法に基づいて評価する手法
(手法 2)[5] の二手法に着目して定式化と実装に取り組み、
Gの評価手法が計算結果に与える影響を考察する。
２．基礎方程式と燃焼モデル
数値解析には FaSTAR を用いた。本ソルバは有限体積法
を用い、式(1)に示す無次元化された物理量を取り扱う。
式(1)においてチルダは有次元量を、無限大(∞)は有次元の
代表物理量を示す。無次元化によって理想気体の状態方程
式は式(2)となる。支配方程式は三次元 Navier-Stokes 方程
式と状態方程式に加え、ルイス数�� = 1の仮定のもとに、
混合分率の輸送方程式と G 方程式を導入した(式(3)-(15))。

ここで、混合分率は任意の化学種 s の質量分率について、
酸化剤側での質量分率を����� 、燃料側での質量分率を�������
として、式(14)のように正規化した値とする。
乱流モデルとしては、標準 Smagorinsky モデルの LES を
採用した。使用した定数等を式(8)に示す。また、式(6)に
おいて、Y� は化学種 s の質量分率、H� は化学種 s の単位質
量あたりのエンタルピである。粘性係数の算出にあたって
は Sutherland 則を用いた。各化学種の輸送係数は文献[6]を
参考にした。各化学種の定圧比熱およびエンタルピは
NASA 7-term polynomials[7] による熱力学関数として算出し
た。対流項の空間勾配離散化には、AUSM 系の全速度スキ
ームである SLAU を採用する。空間精度の高次精度化につ
いては、MUSCL 法を用い二次精度とし、Hishida の制限関
数を用いる。粘性項および拡散項については 2 次精度中心
差分を用いる。時間積分には LU-SGS 陰解法を用いる。
式(4)における G 方程式は、予混合燃焼場の火炎伝播に
対し、火炎面位置を表すスカラー方程式である。火炎面は
� = �� の等値面で表され、� � �� が未燃領域、� � �� が既
燃領域を表す。式(12)において、σはGの SGS スカラー流
束項に勾配拡散を仮定する上で算出されたモデルパラメー
タであり、数値的不安定が発生する問題を抑制する効果が
ある。等方乱流中の予混合燃焼解析に関する文献[8]から
σ = 0.25とする。式(13)は火炎伝播によるソース項であ
る。��� は局所の混合分率から算出した未燃混合気密度で
あり、��� はGの等値面がもつ単位法線ベクトルの i 成分、
s� は乱流燃焼速度である。
s� は層流燃焼速度s� � を基に、これまでの実験データや
理論解析から標準的なモデルとして紹介されている[9]、式
(15)のモデルを用い算出する。式(15)において、�� � �� およ
び�はモデル定数、u� は乱流強度である。モデル定数の値
は燃焼場に応じて最適値が異なるが、本計算では実験で取
りうる乱流燃焼速度の範囲内で、浮き上がりの再現を試み
る数値実験のため、 �� = 10、 �� = 0と見積もる。また、
参考文献[10]を基に、可燃領域から外れた G の存在領域に
おいて G 移流項の逆流を制限する。
��

�

��

��

�� = � ，�� = � ，� = � ，� = � �� ，
�
�
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��
��
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GS 成分を式(18)と与える。このため、手法 1 では� � 0が
反応領域とみなされる。

(17)
(18)

２．２ 距離関数による G 値の評価（手法 2）
主に移動境界面の数値解析に用いられる Level set 法の考
え方を導入し、火炎面からの距離関数としてGを評価する
手法について定式化を行う。本手法では、火炎面近傍のG
に対して再初期化と呼ばれる修正を定期的に施すことによ
って、火炎面を境にした急激な値の変化による数値振動・
数値拡散を抑えることができる。ここでは火炎面を�� = 0
�� � αを反応領域とする
と定義し、火炎面を中心に�α � �
(αは格子幅程度の値とする)。
本研究では、Sussman の手法[11]にならい、式(19)の再初
期化処理を実装する。計算手順としては、まず、予め火炎
面の初期分布として、G = 0を任意の位置に与え、G = 0と
なるセルから一定の勾配を保った距離関数としてその他の
Gを与える。続いて、計算の進行に伴い式(4)で輸送されるG
に対し、離散化した式(19)によるGの時間発展を繰り返し解
くことで、G = 0となるセルに対しGが一定の勾配(本研究で
は�G = 1とする)を保つように値を更新し、距離関数として
��はG
�
の性質を回復させる（図 1 に例を示す）。式(20)の��G
の符号関数である。また、更新後のGに対し、式(20)となる
ヘビサイド関数���� �を定義する。このヘビサイド関数を反
応進行の影響因子として化学組成を式(21)と定義すること
により、火炎界面近傍(�α � �� � α)でのみ化学反応とそれ
に伴う発熱を考慮する。
���1 � �G�
�� = ��G
�
���� � =

�1
�0

���
� 1 ��
� 2 � � ��� � ��
�
�
�

(19)
�� �� � �
�� �� � ��

���������

��� = ���� ���,������ � �1 � ���� ����,��������

(20)

(21)

(15)

２．１ 反応進行度による G 値の評価（手法 1）
スカラーGを式(16)の反応進行度 c に一致する厚みを持
つ値として取り扱う手法について定式化を行う。ここで、
Gを 0 を未燃、1 を既燃とする 0 � � � 1の範囲の値として
捉え、中央値である�� = 0.5を火炎面位置の目安とする。
また、既燃ガスと未燃ガスのスイッチングパラメータ f を
反応進行度に相当するパラメータとみなし、質量分率を式
(17)でモデル化する。化学種質量分率は混合分率と後述す
るスカラー消散率のみの関数であると仮定する。本研究で
は ��G� = �� として、Gの SGS 変動を無視し質量分率の

図 1 再初期化（左図：再初期化前、右図：再初期化後、
αは格子幅とする）
３．計算対象
計算対象の火炎は、静止空気中に噴き出された亜音速水
素噴流の燃焼によって得られる浮き上がり火炎である。計
算条件は Cheng らの実験[12]に従う。ノズル直径 D は
2mm、水素噴出速度は 680m/s、ノズル直径に基づくレイノ
ルズ数は 13600 である。静止空気、噴出する水素はとも
に、圧力 1.01325 � 10� Pa、温度 280K とする。実験では浮
き上がり高さ約 7D の浮き上がり火炎が観察されている。
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計算格子は構造格子を用い、計算領域は �15D � X �
50D、�20D � � � 20D、�20D � � � 20D として、格子点
数は8,798,744とした。反応領域および噴流周辺における格
子幅は 0.1mm とする。また、ノズルの助走区間を�15D �
X � 0とする。境界条件としては、ノズル流入部(X = 0)に、
静止空気に水素が噴出したときに所定の速度を与える全温
全圧に固定し、流入水素にあたる値の� = 1.0を与える。噴
出速度を計算領域から外挿し、与えられた全温全圧から断
熱条件の関係を用いて噴出温度、密度を求める。計算領域
外部境界は流出境界を除き、静圧(=1.01�25 � 10� Pa)を固
定し、その他の各物理量を計算領域から外挿する。ノズル
内壁は滑り壁条件、ノズル外壁は断熱壁条件とする。
スカラーGについては、計算開始時に全計算領域でG = 0を
与え、流れ場が安定するまで、混合分率の輸送に対し未燃
状態の化学組成のみを与え非燃焼計算を行う。その後、
手法 1 ではノズル近傍(5D � X)かつ両論混合比近傍(0.02 �
ξ � 0.04)の領域にG = 0.5、手法 2では同領域にG = 0を与
え、G分布の発達を促す。さらに、手法 2 では、再初期化
処理を 30step おき(時間刻み�� � 2.98 � 10�� ���とする)に行
い、再初期化処理の実行領域におけるG値の残差の平均が
10�� 以下となるとき収束とみなす。前述の式(21)において
α = 2.0とし、先行研究[13]にならい数値的安定性のため火炎
面の最近傍�|�| < 0.5α)の再初期化処理は行わない。
非燃焼計算安定後に与えるGの初期値は、その物理的意
味から、未燃であることが確実な領域にG = 0、火炎が確
実に存在する領域にG = G� を与えることが理想的となる。
しかし、特に手法 1では、実際には未燃である領域にG =
0.5を与えた場合、そのまま未燃領域に初期のG値が残り発
熱を引き起こすおそれがある。前述のG初期条件より上流
側にG = 0.5を与える条件についてその後のG分布の発達を
比較し、同様の火炎形状を得たことから、本初期条件設定
の妥当性を確認している。また、先行研究[2]にならい、手
法 1 による計算では、火炎基部に拡散的に広がるG値による
非物理的な発熱を抑えるため、X � 0.5Dの領域では��� =
��,�������� とする。
化学反応モデルは 9 化学種(H� , O� , OH, H� O, H, O,
H� O� , HO� , N� )17 反応モデル[14]を用いる。十分な数の化学
種を考慮しており既燃ガスの温度を精度よく予測できるこ
と、その反面比較的少ない素反応数すなわち小さな計算負
荷で妥当な層流火炎速度を与えることから、このモデルを
選択した。分子拡散については、濃度勾配拡散を仮定す
る。空気の組成は体積分率でO� 22%、N� 78%とした。
Flamelet ライブラリは、FlameMaster[15]を用い層流対向
流拡散火炎の詳細計算を行い作成する。ライブラリ作成に
おけるスカラー消散率�は 0.001 � � � 158.14 (対向流拡
散火炎における消炎時の値)を 18 分割して与えた。なお、
ここで混合分率および�の SGS 変動は考慮していない。��
は式(22)によって算出され、ξとともにライブラリを線形近
似で内挿した値から、流れ場に対応する局所質量分率を参
照する。式(22)における D は拡散係数である。その後、式
(18)または式(21)を用いて修正した局所質量分率に対し、
エネルギーバランス式から算出される温度を初期値とし
て、算出する全エネルギーが保存するようにニュートンラ
フソン法を用い温度を算出する。層流火炎速度�� は、本研
究で用いた化学反応モデルを一次元層流予混合火炎解析コ
ード PREMIX[16]に組み込むことで、混合分率に対応する
値として層流火炎速度ライブラリを作成した。
� = 2D|��|�

(22)
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４．結果と考察
計算結果として、手法 1 による結果を図 1・図 2、手法
2 による結果を図 3・図 4 に示す。図 1・図 3 は計算安定
後の瞬時の� = �� 等値面である。図 2・図 4 は主流流速
u・乱流燃焼速s� として、図 1・図 3 の計算結果において
u = s� となる等値面を可視化したものである。
図 1・図 3 において、ノズル噴出部(X = 0)から� = �� 等
値面までの鉛直方向の最短距離(飛び地のように存在する�
は考慮しない)を、火炎の浮き上がり高さとみなす。図 1
では約 13D、図 3 では約 9.5D の浮き上がりがみられた。
図 1 と図 3 の比較から、手法 1 では手法 2 に比べ��が拡散
的に広がり、火炎が分厚くなる傾向がみられた。さらに、
手法 1 では�の拡散により火炎基部の|��|および火炎伝播
によるソース項（式(13)）が手法 2 よりも小さく見積もら
れ、浮き上がり高さが大きくなる傾向がみられた。図 2・
図 4 から、双方の手法において図 1・図 3 で示す火炎面近
傍で主流流速と乱流燃焼速度が釣り合う領域が確認され、
火炎浮き上がりのメカニズムが再現されていることが確認
できた。

図 1 G 等値面 (手法 1� � = �� = 0.5)

図 2 主流流速と乱流燃焼速度の比較
(手法 1� �＝�� となる可燃領域を可視化)

図 3 G 等値面 (手法 2� � = �� = 0)

図 4 主流流速と乱流燃焼速度の比較
(手法 2� �＝�� となる可燃領域を可視化)
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５．結論
Flamelet approach/G 方程式に基づく燃焼流体解析コード
の開発を行い、乱流燃焼速度モデルとスカラーGの二種類
の評価手法に対し、噴流浮き上がり火炎を対象に数値実験
を行った結果、以下の知見が得られた。
・手法 1 および手法 2 の双方において、主流流速と燃焼速
度のつり合いからなる、火炎の浮き上がりを捉えることが
できた。手法 2 に比べ手法 1 では、�の拡散により火炎伝
播によるソース項が小さく見積もられ、浮き上がり高さが
大きくなる傾向がみられた。
なお、手法 2 において式(20)のαが計算結果に与える影
響、および火炎最近傍の再初期化処理の取り扱いについて
は引き続き検討を行う。
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圧縮性流体解析ソルバーFaSTAR を用いた
超音速燃焼シミュレーション
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Numerical investigation on supersonic combustion
in SCRAMJET engine by FaSTAR

by Rui Toyonaga, Himeko Yamamoto, Yasuhiro Mizobuchi and Tetsuya Sato
ABSTRACT
In this study, the implementation of the combustion calculation code (flamelet approach) for a complex combustion field to a densitybased fluid analysis solver, FaSTAR is conducted. With this calculation code, numerical exploration of non-reacting and reacting flow field
of hydrogen fueled scramjet combustor is presented. The interaction between combustion and complex shock structures are well captured in
the simulation.
１．はじめに
近年，経済的かつ再利用可能な宇宙往還機や極超音速航
空機に使用する推進機関として，空気吸込み型エンジンの
ひとつであるスクラムジェットエンジンの開発が期待され
ている．スクラムジェットエンジン開発において最重要と
される技術課題は，超音速流中において如何に短時間で燃
料の混合，着火及び完全燃焼を達成する技術を獲得するか
ということである．通常スクラムジェットエンジンの実験
的研究には，高エンタルピ風洞を利用するなど大掛かりに
なる上，取得できる実験データが限られるなどの問題があ
る．そこで，少ない実験データの補完や，飛行中における
エンジン性能予測のために実用的な数値シミュレーション
技術が求められている．
しかしながら，反応流の計算においては，考慮する化学
種数に応じた移流拡散方程式数の増加や，化学反応方程式
の stiffness が大きな問題となり，その導入は容易ではない．
ここで，flamelet approach[1]に基づく燃焼モデルの開発が期
待されている．flamelet モデルは，乱流火炎中の火炎構造
が代表的な層流火炎構造で近似可能であるとする flamelet
concept に基づく．このモデルでは，化学反応が流れ場の計
算とは独立して計算され，火炎内部構造データベースを事
前に作成する．このデータベースから流れ場の計算中に熱
化学量が読み出され，補完されるため，全体的な計算コス
トが大幅に減少し、複雑な化学反応メカニズムの取り扱い
が可能になる．
そこで本研究では，JAXA で開発された密度ベースの圧
縮性流体解析ソルバである FaSTAR[2] を基盤とし flamelet
approach に基づく化学反応計算コードの開発・実装を行う．
また，本計算コードの妥当性を評価するため，ドイツ航空
宇宙研究所(DLR)で行われた超音速燃焼実験[3, 4, 5]を対象と
した検証計算を行う．
２．解法
数値解析には FaSTAR を用いた．本ソルバは有限体積法
を用い，式(1)に示す無次元化された物理量を取り扱う．
式(1)においてチルダは有次元量を，無限大( )は無次元化
に用いる代表物理量を示す．無次元化によって理想気体の
状態方程式は式(2)となる．支配方程式は三次元 NavierStokes 方程式と状態方程式に加え，ルイス数 Le=1 の仮定
のもとに，混合分率の輸送方程式を導入した(式(3)-(10))．
ここで，混合分率は任意の化学種 s の質量分率について酸
化剤側での質量分率を Ys,ox，燃料側での質量分率を Ys,fuel
として，式(10)のように正規化した値とする．乱流モデル
としては，標準 Smagorinsky モデルの LES を採用した．使

用した定数等を式(6)に示す．また，式(5)において，Ys は
化学種 s の質量分率，Hs は化学種 s の単位質量あたりのエ
ンタルピである．層流粘性係数の算出には Sutherland 則を
用いた．各化学種の輸送係数は文献[7]を参考にした．各化
学種の定圧比熱およびエンタルピは文献[8]を参考に，
NASA 7-term polynominals による熱力学関数として算出し
た．対流項の空間勾配離散化には，AUSM 系の全速度スキ
ームである SLAU[6]を採用する．空間精度の高次精度化に
ついては，MUSCL 法を用い二次精度とし，流束制限関数
は使用しない．粘性項および拡散項については 2 次精度中
心差分を用いる．時間積分には LU-SGS 陰解法を用いる．

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

This document is provided by JAXA.

144

宇宙航空研究開発機構特別資料 JAXA-SP-17-004

計算対象は，DLR の超音速燃焼試験に従って，超音速流
中にデルタ型ストラット背後より水平に H2 燃料を噴射する
流れ場とする．計算領域を図 1 に示す．主流空気はマッハ
数 2.0 の条件で高さ 50 mm 幅 40 mm の燃焼器入口に流入
する．燃焼器入口から 58 mm の位置まで一定の断面形状
であり，それより下流では上壁に 3°の発散角を有する長さ
242 mm の片側拡大セクションが設けられている．入り口
から 35 mm 下流で，燃焼室の中央位置に長さ 32 mm 高さ
6 mm 角度 12°のくさび型の燃料噴射ストラットが配置され
ており，燃料である水素はこの支柱の基部に設置される 15
個の穴（Φ1 mm）から主流空気と平行に噴射される．
Waidmann[3, 4, 5]らの実験では，燃料噴射口で O2 を加え，ス
パークによる強制着火を行うことで燃焼を開始した．なお，
本計算では着火は考慮しない．
座標系については，x 軸を燃焼器入口面と流出面をつな
ぐ垂直な線と定義し，原点を x 軸と燃焼器入口の底面の交
点とする．また，高さおよび幅方向をそれぞれ y, z 軸とす
る．
計算格子は非構造格子を用い，火炎および反応領域にお
ける格子幅は 0.1~0.25 mm とした．格子接点数は約 6000 万
点とする．計算での境界条件は，デルタ型ストラットの壁
面をすべて滑り無し断熱壁とし，それ以外の壁面を滑り有
り断熱壁とする．燃料噴出部については，表 1 を参考に流
入速度，静温，静圧を直接与えた．流入空気も同様にそれ
ぞれの物理量については表 1 を参考に直接与えた．流入水
素と流入空気に対応する値として，燃料噴出部に =1.0 ，
主流流入部に =0.0 を与えた．
化学反応モデルは 9 化学種（H2, O2, OH, H2O, H, O, H2O2,
HO2, N2 ）17 反応モデル[11]を用いる．十分な数の化学種を
考慮しており既燃ガスの温度を精度よく予測できること，
その反面比較的少ない素反応数すなわち小さな計算負荷で
妥当な層流火炎速度を与えることから，このモデルを選択
した．分子拡散については，濃度勾配拡散を仮定する．空
気の組成は体積分率で O2 32%，N2 73.6%，H2O 3.2%とした．
Flamelet ライブラリは，FlameMaster[12]を用い層流対向
流拡散火炎の詳細計算を行い作成する．前述の計算条件に
おける非燃焼計算から算出した流れ場のスカラー消散率
の上限値を参考に，ライブラリ作成における を = 0.001
～205.6（Flame Master における消炎）までを 13 分割で与
えた．なお，本計算では，混合分率およびスカラー消散率
の SGS 変動は考慮していない．流れ場におけるスカラー
消散率は式(10)によって算出され，混合分率とともにライ
ブラリを線形近似で内挿した値から，流れ場に対応する局
所質量分率を参照する．式(10)における D は拡散係数であ
る．その後，エネルギーバランス式から算出される温度を
初期値として，算出する全エネルギーが保存するようにニ
ュートンラフソン法を用い温度を求める．また，本計算で
は，消炎を考慮せず，FlameMaster で算出された消炎点よ
りも大きいスカラー消散率の領域では，消炎点でのスカラ
ー消散率の値を用いて計算を行った．
(10)
また，以下の条件で，非燃焼条件および燃焼条件のそれ
ぞれにおける計算を行った．
非燃焼条件では，燃料噴射口から水素を噴射するものの，
燃焼反応を進行させず，混合分率に対応する燃料と空気の
混合組成を用いて計算を行った．燃焼条件では，燃焼反応
を促進させ，混合分率の値から Flamlet ライブラリを参照
し，対応する化学種の質量分率を用いて計算を行った．そ
れぞれの計算結果を次項にまとめる．

図 1 計算対象（DLR 超音速燃焼実験器）
表1

空気と燃料(H2)の流入条件[9,10]

３．結果および考察
３．１ 非燃焼条件における計算結果
図 2 に非燃焼条件での下壁面における静圧の計算値（実
線）と実験値[3]（プロット）を比較した．実験値と計算値
の傾向は一致したが，燃料噴射ストラットから発生する膨
張波（X=120 mm 付近）による静圧の減少が 25.1%ほど大
きく見積もられ，上壁面から反射してくる圧縮波（X=140
mm 付近）による静圧の上昇は 14.7%ほど小さく見積もら
れた．この原因については，本計算では壁面における境界
層を考慮しておらず，実際に発生する境界層と衝撃波の干
渉を考慮していないためであると考える．
この条件下における燃焼器の中心面（Z=0）での瞬時の
密度分布の結果を図 3 に示す．図 3 より，燃料噴射ストラ
ットの先端から生じる圧縮波と，ストラットの基部から生
じる膨張波およびそれらの壁面との反射の様子が鮮明にと
らえられた．
３．２ 燃焼条件における計算結果
燃焼条件における 燃焼器の中心面（Z=0）での瞬時の密
度分布の結果を図 4 に示す．この結果を非燃焼条件におけ
る密度分布（図 3）と比較すると，燃料噴射ストラットの
背後における密度が燃焼反応による熱発生により低下して
いることが確認できる．また，燃料噴射ストラット下流に
おける衝撃波の強度が燃焼反応によって弱まっていること
が見て取れる．
燃焼条件における計算結果について軸方向の 3 点（x=78
mm，125 mm，233 mm）における静温プロファイルを図 5
に，軸方向の 3 点（x=78 mm，125 mm，207 mm）におけ
る静温プロファイルを図 6 にそれぞれ示した．ここで，プ
ロット点を実験値[3]，実線を計算値である．
図 5 より燃料噴射ストラット下流において温度上昇が確
認でき，燃焼反応が進行していること，燃焼の反応領域は
およそ燃焼器中心に沿って 10D（D は燃料噴射口の径）の
範囲であり，下流では反応領域が上壁側に移動しているこ
とがわかる．また実験値と計算値の定性的な傾向は一致し
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ているが，X=233 mm における値のピークが実験値よりも
500 K ほど小さく見積もられた．この温度の過小評価の原
因については，本計算では，消炎を考慮していないことや
混合分率の SGS 変動成分を考慮していないことにより，
実際の実験よりも上流で燃焼反応が促進され完結してしま
ったことが原因であると考えられる．これらにおける消炎
現象の再現は今後の課題とする．
軸方向流速については，図 6 から見てとれるように計算
値と実験値の定性的な傾向は一致しているが，燃焼領域で
の速度低下量や壁面付近での実験値との軸方向速度の差が
大きく見積もられた．速度の誤差に関しては，本計算では，
境界層を考慮していなかったことや，前述の消炎現象の考
慮の有無などが考えられる．
４．結論
圧縮性流体ソルバ FaSTAR を基盤とし，flamelet
approach に基づく実用に対応する化学反応計算コードの開
発・実装を行い， DLR の超音速燃焼実験を対象に LES を
用いた非燃焼・燃焼条件における検証計算を行った．その
結果，以下の知見を得た．
・本計算コードを用いて行った非燃焼および燃焼計算にお
いて算出された物理量は，傾向が実験値と一致し，実用燃
焼器内の流れ場が再現可能であることを示した．
・本計算では，壁面付近や燃焼領域において実験値との誤
差が大きく見積もられたため，壁面境界層の考慮や消炎の
考慮及び，混合分率の SGS 変動の影響を考慮する必要が
ある．

５．謝辞
本解析結果は，宇宙航空研究開発機構が所有する高速流
体解析ソフトウェア「FaSTAR」を利用することにより得
られたものである．また，本解析を行うにあたって，宇宙
航空研究開発機構のスーパーコンピュータ―システム
JSS2(SORA-MA, PP)を利用した．

図 3 非燃焼条件での瞬時の密度分布

図 4 燃焼条件での瞬時の密度分布
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（Z=0）

（Z=0）

図 5 燃焼条件での静温プロファイル
(左から順に x=78mm, 125mm, 233mm)

図 6 燃焼条件での軸方向速度プロファイル
(左から順に x=78mm, 125mm, 207mm)

図 2 燃焼器の下壁面における静圧分布（非燃焼条件）
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3 次元複雑形状周りの RANS 解析へ向けた
直交格子ソルバ UTCart の機能拡張
玉置義治，今村太郎
東京大学大学院

Extension of the Cartesian Flow Solver UTCart for RANS Simulations around 3D
Complex Geometries
by
Yoshiharu Tamaki and Taro Imamura
ABSTRACT
To simulate flows around complex geometries, an improvement on the Cartesian-grid-based flow solver UTCart is proposed, which enables
UTCart to handle a grid with variable cell sizes on the wall. UTCart uses an immersed boundary method with a wall function for the wall
boundary condition in turbulent flow simulations. The boundary condition requires a cutoff distance that is defined as the grid size assigned
at the nearest wall multiplied by a constant. A large computational effort was needed to determine the cutoff distance because every cell in
the computational domain must detect the nearest wall. Thus, a new method based on an advection equation to calculate the cutoff distance
is developed. Using UTCart, turbulent flows around the JAXA high-lift configuration standard model are simulated. The surface features,
including the small gaps between the wing and the flap, are well resolved in the generated grid that has approximately 110 million cells. In
the computational results, the lift coefficients and the surface pressure coefficients show a good agreement with the experimental data,
especially at the low angles of attack.
１．序論
計算機の高速化に伴い，3 次元複雑形状周りの流れの数
値解析が広く行われるようになりつつある．そのような中
で，格子生成の高速化の必要性から，階層型直交格子法 1-8)
が近年注目されている．特に，壁面境界条件を埋め込み境
界法 6-8)で与える場合，生成された直交格子をそのまま用い
ることができるため，複雑な形状に対してもロバストに格
子生成および流体計算を行うことができる．筆者らはこの
利点に着目し，直交格子ベースの圧縮性流体ソルバ UTCart
(The University of Tokyo Cartesian-Grid-Based Automatic Flow
Solver)の開発を進めている．
直交格子および埋め込み境界法を用いる場合，層状格子
が存在しないことや壁面近傍の保存則が厳密でないことか
ら，壁面近くの乱流境界層の再現が困難であった．そこで
筆者らは，UTCart において RANS 解析を行うための壁面境
界条件として，壁関数を用いた埋め込み境界法を提案した
7) ．この手法では，壁面近傍において，直交格子において
も数値的に再現可能である線形な速度プロファイルを仮定
する．それに応じて，せん断応力のバランスを維持するた
めに，Spalart–Allmaras (SA)乱流モデルの壁面減衰関数を変
更して壁面近傍の渦粘性プロファイルにも修正を加える．
2 次元の検証問題 7)では，表面摩擦係数や空力係数が精度良
く予測でき，格子収束の傾向が正しいことを確認した．ま
た，NASA Common Research Model 周りの遷音速流れ 8)の解
析においても，物体適合格子や実験結果との比較による妥
当性の検証がなされている．
上記の埋め込み境界法では，乱流モデルの壁面減衰関数
を修正する領域を判定するために，壁面における格子幅の
定数倍で表されるカットオフ距離が必要である．領域内の
複数の物体それぞれに異なる格子幅を割り振る場合，各セ
ルから最も近い壁面に設定されている格子幅がカットオフ
距離となる．しかし，各セルから最も近い壁面を探す操作
は総当たり演算となり，計算コストが大きい．そのため，
これまでの解析 7,8)では壁面格子幅を一様としていた．複雑
形状の解析では，物体の小さな特徴近傍で格子解像度を上
げるなど，一様でない壁面格子幅を持つ格子を設定するこ
とが解析精度の向上に有効であるため，この問題の解決が
必要である．

本研究では，UTCart を用いた 3 次元の複雑な形状の解析
に向けて，複数の壁面格子幅を設定した格子におけるカッ
トオフ距離の計算手法を開発する．この手法では，物体法
線方向に移流速度を持つ移流方程式を用いて，壁面の情報
を流体内へ伝搬させる．このようにすることで，総当たり
演算を用いずにカットオフ距離が定義できる．
本稿ではまず，UTCart における自動格子生成および流体
ソルバの概要を説明する．併せて，複数の壁面格子幅を定
義できるようにするための機能拡張についても述べる．さ
らに，それらを用いて 3 次元高揚力装置模型周りの解析を
行い，直交格子を用いた 3 次元複雑形状周りの RANS 解析
の現状と可能性について議論する．
２．直交格子生成
UTCart では，四分木(2 次元)，もしくは八分木(3 次元)構
造を用いて自動格子生成を行う．格子生成では，物体と交
差している，もしくは物体を内包しているセルを wall セル，
完全に物体の内側にあるセルを body セル，外側にあるセル
を fluid セルとして扱う．流体計算は fluid セルのみを対象と
し，境界条件は fluid セルと wall セルの境界面(図中 FC)にお
いて与える．このようにすることで，格子幅より小さい物
体の周りにも必ず wall セルが 1 つ以上存在することになる．
よって，物体の薄い箇所を fluid セルが貫通してしまうのを
防ぎ，ロバストに格子生成を行うことができる．以下，こ
の格子の生成法の概要について述べる．

図1

UTCart における物体の取り扱い

２．１．格子生成の概要
入力形状は 2 次元では線分の集合，3 次元では STL ファ
イル(三角形の集合)である．各入力形状に対して，壁面格
子幅，および境界条件を定める．なお，物体の情報につい
てはプログラム内で図 2 のように二分木構造を作成し，そ
れぞれに bounding box を設定することで高速化している．
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同 時 に ，格 子を 細分 化す る領 域（ 図中 line source， box
source）の座標と格子幅を，必要に応じて設定する．
格子の生成ではまず，ドメイン全体を root セルとし，物
体との交差を判定する(図 3 (a))．ドメイン内に物体が存在
すれば，root セルは wall セルとなる．次に，各 wall セルに
対しては，物体ごとに決められた格子幅以下になるまで細
分化を行う．また，細分化を指定した領域内でも，設定さ
れた格子幅以下になるまで格子を細分化する(図 3 (b))．さ
らに，隣接するセルの大きさの比が最大 2 倍となるようス
ムージングを行う(図 3 (c))．この時，下方の層の界面から
格子幅の整数倍分だけ離れた位置にマーカーを生成し，マ
ーカーとの交差判定を行って内部のセルを細分化する．な
お，スムージングにおいては，図 4 のように各層に対して
別個の数字を指定可能である．ここで，物体の内外判定を
行い，物体外部にあるセルのみを fluid cellとする(図 3 (d))．
２．２．IP の設定
FC における境界条件を課す際には，流体中に設置した
image point (IP)における物理量を用いる(図 1 参照)．IP は，
FC を通り壁面に垂直な線上に設定する．また，IP と壁面の
距離𝑑�� は FC を含むセルの幅の定数𝑟�� 倍で与える．IP が十
分に流体側に出るようにするためには，2 次元で𝑟�� > √2，
3 次元で𝑟�� > √3である必要があるが，𝑟�� があまり大きい
と境界層内に IP が入らないという問題が生じる．本稿にお
ける解析では𝑟�� = 2とする．なお，物体の特徴に対して格
子解像度が不足している場合，IP が物体内に入ってしまう
可能性がある．その際は，IP を用いずに階段状境界として
扱い，滑りもしくは非滑り条件を課す．

図 2 入力物体形状に対する二分木構造の設定

(a) 入力形状

(c)

(b) 初期格子の生成

スムージング
(d) Fluid cell の指定
図 3 直交格子生成の概要

smooth layer (4): 4

smooth layer (3): 4
smooth layer (2): 6
smooth layer (1): 6
wall layer: 2

図4

Smooth 層指定の例

３．圧縮性流体ソルバ
UTCart の圧縮性流体ソルバでは，生成された格子を非構
造格子として扱い，有限体積法により離散化する．支配方
程式は圧縮性 Navier-Stokes 方程式であり，基本となる乱流
モデルはトリップ項を除いた SA 乱流モデル 9)である．また，
物体に働く流体力の計算には，流束ベース法 10)を用いる．
以下，乱流解析における壁面境界条件 7)の概要と，複数の
壁面格子幅を許容するための改良について述べる．
３．１．埋め込み境界法
UTCart における埋め込み境界法では，FC と IP との間で
1 次元プロファイルを仮定することで境界条件を決定する．
なお，IP の値は文献 6)の方法を用いて周囲セルの値より補
間する．以下，FC，IP での値をそれぞれ下付き添え字𝐼𝑃，
𝐹𝐶で表す．また，壁面接線方向に𝑥� 軸，法線方向に𝑥� 軸を
設定する．
RANS 解析では，壁関数を用いた境界条件 7)を用いること
で，最小格子幅の制約を緩和する．この境界条件では，ま
ず壁面の摩擦速度𝑢� を，IP において
�
𝑢�,�� = 𝑢� 𝑓���� (𝑦��
)
(1)
となるように壁関数をマッチングすることで求める．ただ
し，𝑢� は流れの接線方向速度，𝑓���� (𝑦 � )は壁関数，𝑦 � =
𝑢� 𝑑/𝜈，𝜈は動粘性係数，𝑑は壁面からの距離である．SA 乱
流 モ デ ル と の 整 合 性 を 保 つ た め ， 壁 関 数 に は SA wall
model11)を用いる．
次に求めた𝑢� を用い，FC における物体接線方向速度を
𝜕𝑓� �
�
� )𝑢
)� (𝑦��
𝑢�,�� = 𝑢�,�� − � � (𝑦��
− 𝑦��
(2)
�
𝜕𝑦
として部分滑り境界条件で与える (図 5(a))．また，𝜕𝑓� /
𝜕𝑦 � (𝑦 � )は壁関数の 1 階微分であり，解析的に与えられる．
式(2)のように線形な関数を仮定することで，層状格子のな
い直交格子においても壁面近傍の速度プロファイルが数値
的に解像できる．
さらに，渦粘性にも対応した修正が必要である．境界層
の内層において，流れ方向の圧力勾配や対流の効果が無視
できるとすると，せん断応力(𝜇 + 𝜇� )(𝜕𝑢� /𝜕𝑥� )は法線方向
に一定となる．式(2)では速度勾配が法線方向に一定のプロ
ファイルを仮定しているので，せん断応力一定の条件を保
つためには，渦粘性も法線方向に一定となる必要がある．
ここで，SA における作業変数𝜈�と渦粘性𝜇� は，減衰関数𝑓��
を用い
𝜇� = 𝜌𝜈�𝑓��
(3)
と関係づけられる．発達した乱流境界層の内層において，
SA は𝜈� = 𝜅𝑢� 𝑑 (𝜅 = 0.41)という線形な解を持つので，渦粘
性が法線方向に一定になるようにするためには，𝑓��が壁面
からの距離の逆数に比例するように修正すればよい．よっ
て，IP 高さをカットオフ距離𝑑������とし，𝑓��を以下のよう
に修正する(図 5(b))．
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𝑓�� = �

𝑓��,� �𝑑 < 𝑑������ �

𝑓��,�

�𝑑 ≥ 𝑑������ �
(𝜒𝑟� )�
(4)
𝑓��,� = 𝑟� �
𝑐�� + (𝜒𝑟� )�
𝜒�
𝑓��,� = �
�
𝜒 + 𝑐��
ただし，𝑐�� = 7.1，𝜒 = 𝜈�/𝜈，𝑟� = 𝑑������ /𝑑である．これ
により，壁面近傍で渦粘性が法線方向に一定となり，せん
断応力一定の条件が再現される．なお，この境界条件につ
いての詳細については文献 7)も参考にされたい．
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である．ただし，𝛼� = (𝐚𝐢 ∙ 𝐧𝐢𝐣 )，𝛼� = (𝐚𝐣 ∙ 𝐧𝐢𝐣 )であり，𝐧𝐢𝐣
はセル𝑖と𝑗の面の法線ベクトルである．なお，式(8)はセル𝑖
から見た場合の流束であり，一般的には𝐹��� ≠ 𝐹��� である．
式(8)による風上化では，2 つの壁面から伝わった情報が交
差する点において，伝搬を止めることで振動を抑制する．
例として，2 次元面内における 2 翼型周りで移流方程式を
解いた例を図 6 に示す．上下の翼型周りの格子幅はそれぞ
れ 0.04，0.02 とし，下側の翼型の前縁付近には格子幅 0.01
の細分化ソースを設定している．壁面近傍での格子幅の設
定に応じて計算領域が正しく色分けされており，カットオ
フ距離が最も近い壁面における格子幅の𝑟�� (=2)倍となって
いることが確認できる．なお．カットオフ距離は𝑑 <
𝑑������ の領域のみで用いられるので，実用上は領域全体を
十分小さな値で初期化しておき，物体近傍のみ計算すれば
良い．
2
1.5
dist_cutoff
1

(a) 接線方向速度
(b) 渦粘性
図 5 修正された変数プロファイル
３．２．カットオフ距離の計算
式(4)に示した渦粘性係数の修正では，領域内の各セルに
おいて，カットオフ距離𝑑������ が必要となる．カットオフ
距離は IP と壁面の距離で定義されるが，壁面近傍の格子幅
が物体によって異なる場合や，細分化ソースに対して物体
に設定した格子幅より小さい値を設定した際には，そのセ
ルから最も近い壁面における IP と壁面の距離に一致する必
要がある．しかし，領域内のセルに対して最も近い壁面を
直接見つけるためには総当たり演算が必要となり，計算コ
ストが増加する．
この問題を解決するため，移流方程式を用いて壁面の情
報を計算領域に伝搬する．ある壁面から法線方向に対して
は，カットオフ距離が同じ大きさである必要がある．この
条件を満たすカットオフ距離は，物体法線方向に移流速度
を持つ移流方程式
𝜕𝜓
𝜕𝜓
𝜕𝜓
𝜕𝜓
+ 𝑎�
+ 𝑎�
+ 𝑎�
=0
(5)
𝜕𝜏
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
の𝜏 → ∞における解として得る．ただし，𝑎� ，𝑎� ，𝑎� は物
体法線ベクトル𝐚の各方向成分であり，levelset 法 12)で得ら
れた距離関数𝜙の微分
𝜕𝜙
𝜕𝜙
𝜕𝜙
𝑎� =
,
𝑎� =
,
𝑎� =
(6)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
により計算する．式(6)は近傍セルを用いた最小二乗法を用
いて計算する．移流方程式の境界条件は，壁面において設
定されている格子幅の定数倍𝑟�� をディリクレ条件として与
え，遠方では無勾配境界とする．
式(5)の離散化は，有限体積法を用いて
𝜕𝜓� 1
+ � 𝐹��� 𝑠�� = 0
(7)
𝜕𝑡
𝑉�
�∈�

とする(下付き添字𝑖，𝑗に関する総和は取らないことに注意)．
ただし，𝑗はセル𝑖の隣接セルを表すインデックスであり，
𝐹��� はセル𝑖と𝑗の間の面における数値流束，𝑠�� は面の面積，
𝑉� はセルの体積である．さらに計算の安定化のため，風上
化を行う．ここで，風上化された数値流束𝐹��� は
𝜓 � 𝛼�
(𝛼� > 0)
⎧𝜓 + 𝜓
�
�
𝐹��� =
𝛼� (𝛼� ≤ 0 𝑎𝑛𝑑 𝛼� > 0)
(8)
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図 6 カットオフ距離の計算例
４．３次元高揚力装置周りの数値解析
４．１．問題設定
3 次元複雑形状周り流れの解析例として，3rd AIAA CFD
High-lift Prediction Workshop13) における課題の 1 つである
JAXA 高揚力装置標準模型(JSM)14, 15)周りの解析を行う．平
均空力翼弦長(MAC)は 529.9mm，半スパン長は 2300mm で
ある．今回対象としたモデルは胴体，母翼，スラット，シ
ングルスロッテッドフラップからなり，フラップ舵角は
30°である．また，実験形態に合わせ，スラット，フラップ
の支持装置もモデルに含む．
解析条件は JAXA 6.5×5.5m 大型低速風洞における実験条
件に合わせる．MAC 基準のレイノルズ数は 1.93×106，マ
ッハ数は 0.172，一様流温度は 306.55K であり，迎角は 4.36，
10.47，14.54，18.58，20.59，21.57 の 6 通りとする．形状は
半裁とし，𝑦 = 0の面に対称境界条件を課して計算を行う．
４．２．計算格子
形状を定義している STL を分割し，図 7 に示したように
それぞれに壁面の格子幅を設定する．流れの剥離が予測さ
れる翼上面の格子密度を向上させ，その他の部分の格子は
最小格子幅に対して最大 8 倍粗くすることで計算資源を節
約する．最小格子幅は翼上面の外舷側で 0.25mm，内舷側
で 0.5mm であり，翼上面の全域で局所翼弦長に対して
1000 セル以上が配置されている．また，スラット外端と母
翼の隙間に level 1 (0.25mm)の line source を設定し，隙間を
解像する．格子のスムージングにおける層数は，それぞれ
wall layer が 2，物体近傍の smooth layer が 8，遠方が 3 とす
る．
生成された格子を図 8 に示す．流体セルの総数は
114,466,104 である．スラットと母翼の間，フラップと母翼
の間には狭い隙間が存在するが，本格子ではそれらが解像
できている．また，この格子におけるカットオフ距離の計
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算結果を図 9 に示す．なお，図中の断面の定義は図 10 に従
う．本格子では 4 通りの壁面格子幅が設定されているが，
流体内の各セルでは，最も近い壁面に定義されている格子
幅に従ってカットオフ距離が計算されていることが確認で
きる．
なお，格子生成はワークステーション(Xeon E5-2643 v3，
3.4GHz)のうち 1 コアを用いて行い，所要時間は約 1 時間
40 分であった．また流体計算およびレベルセット法による
距離計算，カットオフ距離計算は，東京大学の Reedbush ス
ーパーコンピュータシステム(Xeon E5-2695 v4, 2.1GHz)のう
ち 4 ノード(144 core)を用いて MPI 並列下で行った．距離お
よびカットオフ距離計算に要した時間は約 2 分，流体計算
に要した時間は 1 迎角当たり約 30 時間であった．
４．３．計算手法
計算手法の一覧を表 1 に示す．乱流モデルは SpalartAllmaras モデル 9)を用いる．ただし，トリップ項を省略して
いる．また，渦中心で過度な散逸が生じないよう，Rotation
Correction16, 17)を加えており，文献 17)に従い，生産項が負に
ならないように𝐶��� = 1とする．さらに，数値粘性低減の
ため，非粘性項に高次精度スキーム 18)を使用する．
表 1 計算手法の一覧
SLAU19)
4 次精度風上バイアス法 18)

非粘性流束
数値スキーム
(非粘性項)
数値スキーム(粘性項)
数値スキーム
(乱流モデル移流項)
勾配再構築
リミタ
時間積分
クーラン数

(a) 対照面

(b) スラット支持装置
(c) フラップ外端
図 8 JSM 周りの計算格子の概要

2 次精度中心差分+補正項 20)
2 次精度 MUSCL
WLSQ (G)21)
なし
MFGS22)
100 (局所時間刻み)

Flap 支持装置
図 9 カットオフ距離の分布
(左：E-E 付近断面，右：N-N 断面)

図 10

図 7 壁面格子幅の設定

JSM の断面定義 13)

４．４．計算結果
図 11 に迎角 14.54°における揚力係数の時間収束を示す．
12000 ステップ以降揚力係数は一定の範囲内に収まってい
るが，振動が残っている．これは格子の等間隔部で時間刻
みが揃ってしまうことや，非粘性項に高次精度スキームを
利用していることにより，一度発生した剥離渦が後流で減
衰し難いことが影響していると考えられる．
次に，図 12 に各迎角における空力係数を示す．低迎角
では揚力係数𝐶� ，ピッチングモーメント係数𝐶� が実験値
と良い一致を示す．抗力係数𝐶� は実験値に比べて過大評価
されているが，他の解析結果 15, 23)でも同様の傾向が見られ
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る．一方で，迎角 18.58°以上では揚力曲線が右下がりにな
っており，最大揚力係数は実験値と比べて約 10%小さい．
図 13，14 に迎角 14.54°，18.58°における断面での圧力分
布を示す．ただし，断面の定義は図 10 に従う．迎角 14.54°
では，各断面での圧力分布が実験結果と良く一致している．
また，より低い迎角においても，表面圧力係数は同様に実
験値と良く一致することを確認している．迎角 18.58°では，
A-A 断面で実験値と良い一致が見られる一方で，外舷側で
はサクションピークが失われ，失速状態となっている．ま
た，図 15 に表面流線及び𝑥方向摩擦係数を示す．ワークシ
ョップで提供されるオイルフロー結果 13)に示されるように，
実験においては最外舷のスラット支持装置後流に剥離が観
察される．しかし，本計算結果ではさらにその内側の 2 つ
のスラット支持装置後流でも剥離が生じることによって，
実験値と比較して揚力が低下していると考えられる．この
点については，スラット支持装置やその後流における格子
解像度が影響している可能性もある．
以上より，剥離が小さい，もしくは鋭角等によって剥離
点の定まる低迎角の流れ場において，UTCart は精度良く
解析が実行できることが確認できた．今後は高迎角の流れ
場の予測精度向上に向け，格子解像度の感度調査や，壁面
境界条件等の計算手法の更なる改良が望まれる．
2.7

UTCart, AoA=14.54 deg
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図 11 揚力係数の時間収束
５．まとめ
直交格子ソルバ UTCart において，複雑な形状周りの流
れ場の解析に向けた手法の改良を行った．UTCart におけ
る乱流解析用の壁面境界条件では，壁面近傍での渦粘性プ
ロファイルの修正に壁面の格子幅の定数倍で表されるカッ
トオフ距離が必要である．本研究では，物体の表面の位置
に応じて異なる格子幅を設定した際にカットオフ距離を計
算する方法として，移流方程式に基づいて壁面の情報を計
算領域に伝搬する手法を構築した．
複雑形状周りの解析例として，JAXA 高揚力装置標準模
型(JSM)周りの RANS 解析を行った．UTCart の自動格子生
成プログラムによって，約 1.1 億点の格子を 1 時間 40 分で
生成した．解像度の必要性に応じて壁面の格子幅を最大 8
倍変化させることにより，総セル数を節約しつつ，母翼と
フラップの隙間等の細かい特徴も解像した．また，最も近
い壁面における格子幅に応じて，カットオフ距離が正しく
求められていることを確認した。
JSM 周り流れの計算結果では，低迎角における揚力，ピ
ッチングモーメント係数が風洞実験における測定値と近い
値を示した．また，翼断面上の圧力分布についても，実験
結果と良い一致を示した．一方で，高迎角においてはスラ
ット支持装置後流の剥離が過大予測され，揚力が過小評価
される傾向があった．なお，最大揚力係数の実験値との差
は，約 10%であった．さらに，高迎角における流れ場の予
測精度向上に向けては，格子解像度の感度調査や壁面境界
条件の更なる改良が必要であることを確認した．
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メニーブロックソルバーによるフレキシブルな空間高次精度 CFD
松山 新吾
宇宙航空研究開発機構

Development of a Many-Block Solver for
Geometrically Flexible and High-order Accurate CFD
by
Shingo Matsuyama (JAXA)
ABSTRACT
A many-block solver is developed for geometrically flexible and high-order accurate CFD method. To achieve an N-th order spatial
accurate scheme in the many-block solver, hexahedral parent cells are sub-divided into structured N 3 cells. A finite volume method in a
similar manner with structured solver is applied to solve the governing equations in the sub-divided cells. High-order spatial accuracy is
achieved by interpolating the primitive variables at the cell interfaces of sub-divided cells with a fifth-order polynomial. The developed
fifth-order many-block solver is tested for the Taylor-Green vortex problem at Re = 1600. The time evolutions of kinetic energy, kinetic
energy dissipation rate, enstrophy field, and vorticity contours obtained by the many-block solver on a fine mesh with (100×5)3 cells are in
excellent agreement with a reference solution obtained using a pseudo-spectral method. The computational speed and cost of many-block
solver are evaluated on the JAXA supercomputer system. The many-block solver achieves a computational speed at 2.2 Tflops on 63 nodes
(2016 cores) which is approximately 3.3 percent of the system theoretical peak performance. The computational time and memory usage of
many-block solver are approximately 1.4 and 3.3 times higher, respectively, than those of a conventional structured multi-block solver.

１．はじめに
複雑形状を取り扱う CFD では非構造格子が最も広く用い
られている手法である．非構造格子では，トポロジー的な
制約を受けることなく空間を四面体（テトラ）・三角柱
（プリズム）・四角錐（ピラミッド）などの多面体で埋め
ることができるため，構造格子を用いた場合と比べて複雑
形状への対応が容易である．その反面，有限体積法による
非構造格子ソルバーでは空間高次精度を実現することが難
しく，MUSCL 法などを用いた場合には空間精度が二次精
度程度にとどまる．複雑形状を伴う内部流などの解析にお
いて非構造格子ソルバーを用いる利点は非常に大きいが，
DNS・LES といった非定常乱流解析を行う場合には空間精
度が十分でないことが致命的な欠点になっている．
近年，非構造格子において空間高次精度を実現する手法
として discontinuous Galerkin (DG) 法 1)，flux reconstruction
(FR) 法 2) や spectral volume (SV) 法 3) が注目を集めている．
これらの手法では，セル内部に自由度（内点）を導入する
ことで空間高次精度を構成しており，四次精度以上の非構
造格子解法がすでに実現されている 4,5)．内部自由度を導入
するため計算コストが高いなどの課題も指摘されているが，
今後，複雑形状を伴う流れ場の高精度な解析に適した手法
として最も有望なものの一つである．
構造格子では空間高次精度を実現することは比較的容易
であるが，一般的なマルチブロックタイプの格子で複雑形
状を取り扱う場合には格子作成に大変な労力が必要となる．
直交格子法による複雑形状への対応 6) も研究されているが，
壁 面 境 界 条 件 を 精 度 良 く 取 り 扱 う た め に は immersed
boundary 法などの付加的な手法が必要になる 7)．重合格子
法 8) も複雑形状を取り扱うための手法として広く利用され
ているが，格子の重なり部分を処理するプログラムの実装
が複雑であり，個々の研究者が自身の所有するソルバーに
導入するのは少し敷居が高いように思われる．
本研究では，六面体（ヘキサ）セルをベースにして DG
法などと同様にセル内部に自由度（サブセル）を導入し，
そのサブセルを “構造格子的に解く” ことで空間高次精度を
実現するソルバーを提案したい．図 1 に，本研究で提案す
るソルバーの概要を示す．まず，解析で使用する多面体セ
ルはヘキサセルに限定する．このヘキサセルで構成される

格子系は完全に非構造格子である．ただし，ヘキサセル内
部のサブセルは構造格子的に（i, j, k 方向に）分割され，構
造格子ソルバーの計算手法をそのまま適用する．以降，ヘ
キサセルを “親セル”，内部セルを “サブセル” と定義する．
N 次精度のスキームを構築する場合には N 3 のサブセルで
分割する必要があるが，図 2 では五次精度のスキームを実
現する例として，一つの親セル内部を 53 のサブセルで分割
（各方向に 5 分割，i, j, k = 1～5）する．各サブセルはセル
中心のデータを保持しており，通常の有限体積法を適用し
て個々に支配方程式を解く．空間高次精度はサブセルの境
界面で物理量を高次に再構築することにより実現される．
MPI
MPI

MPI
MPI
MPI

MPI
MPI
MPI

MPI

図 1 メニーブロックソルバーの概要．領域分割されたヘキ
サセル（親セル）と 53 の内部セル（サブセル）の例を示す．
サブセルは格子系が完全に構造格子であるため，構造格子
ソルバーで用いられる WENO 法 9) などの高次精度化手法
をそのまま用いることができる．親セル内部の端に位置す
る i, j, k = 3 以外のサブセルでは五次精度を実現するための
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ステンシルが不足するが，図 2 に示すようにゴーストセル
を配置（インデックスを 2～0, 6～8 とする）することで
解決する．ゴーストセル上のデータは隣接する親セルから
データを取得するが，隣接セルが同ノードにある場合は単
純にメモリからデータをコピーし，別ノードにある場合は
MPI によりデータ転送する（図 1 を参照）．これによって，
全てのサブセルのセル界面上で高次精度補間を実現するこ
とができる．粘性項についても構造格子の手法がそのまま
適用でき，本研究では四次精度の中心差分を用いる．以上
のアルゴリズムは内部に N 3 セルの構造格子系を埋め込ん
だヘキサセルによる非構造格子とみなすことができる．実
際に本アルゴリズムによるソルバーは FV-UNS 形式のヘキ
サセル非構造格子データを読み込む仕様になっている．ま
た，N 3 セルを一つのブロックとしたマルチブロック構造格
子とみなすこともできるが，通常のマルチブロック構造格
子と比べるとブロック数が膨大な数になるため，ここでは
本ソルバーを暫定的に “メニーブロックソルバー” と命名す
る．

図 2 サブセルの構造格子系（空間五次精度の例）．
本研究で提案するメニーブロックソルバーの長所は，サ
ブセルに構造格子ソルバーの高次精度化手法がそのまま利
用でき，親セルの直交性が良い場合には理想的な高次精度
化が実現できる点にあると考える．短所はゴーストセル部
分でメモリ・演算が重複するために計算コストが増大する
ことである．本稿では，ベンチマーク問題として TaylorGreen vortex 10) をメニーブロックソルバーにより解いた結
果について報告する．
２．解析対象
本稿では，メニーブロックソルバーの精度を検証するベ
ンチマーク問題として Taylor-Green vortex 10) を解析の対象
に す る ． Taylor-Green vortex は International Workshop on
High-Order CFD Methods 11) においてテストケースの一つと
して設定されている問題で，L < x, y, z < L サイズの計算
領域内部で以下の分布を初期条件にして時間発展を解く．

x y  z
 cos  cos 
L L L

u  U 0 sin 

x y  z
 sin   cos 
L L L


v U 0 cos

(1)

w0

p

p0 

0U 02
16

 2 y    2 z 
  2 x 

cos L   cos L   cos L   2 

   
  


ここで，u, v, w は各速度成分，p は圧力，L, U0, p0, 0 はそ
れぞれ代表長，代表速度，代表圧力，代表密度である．代
表量で定義されるレイノルズ数は 1600，マッハ数は約 0.09
になる．本解析では，立方体計算領域の全ての境界に周期
境界条件を設定した.
３．数値解析手法
支配方程式は三次元圧縮性 Navier-Stokes 方程式であり，
保存式として密度・運動量・エネルギーの保存式を解く．
支配方程式は有限体積的手法により離散化し，対流流束を
SLAU スキーム 12) により計算する．本研究では，セル界面
での原始変数（, u, v, w, p）を五次精度の多項式 13) で再構
築することにより高次精度化を行う．さらに，低マッハ数
領域における数値粘性を低減するため，補間した速度成分
に対して Thornber らによって提案された修正 14) を加える．
粘性流束は四次精度の中心差分的手法により求める．粘
性係数はサザーランドの式により，熱伝導係数はプラント
ル数を 0.72 として評価した．
時間積分には二段階二次の Runge-Kutta 法を用いる．三
段三次の Runge-Kutta 法による解析は二段二次と同じ結果
を与えるため，時間積分法は二次精度でも十分な精度が達
成されている．解析では CFL 数が約 0.7 を維持するように
時間刻みを設定した．
本稿ではメニーブロックソルバーと通常のマルチブロッ
ク構造格子ソルバー（以後，構造格子ソルバーとする）の
比較を行う．いずれのソルバーでも計算領域を 125 の領域
に分割することによりノード並列化を行う．メニーブロッ
クソルバーは FV-UNS 形式の六面体非構造格子を読み込む
仕様になっており，Metis15) などの格子分割ソフトウェア
を用いた格子分割にも対応するが，今回の解析では構造格
子的に x, y, z 方向にそれぞれ 5 等分した格子を読み込んで
解析を行った．これはメニーブロックソルバーと構造格子
ソルバーとで MPI によるデータ通信量を同一にしてベンチ
マーク結果が公平になるようにするためである．解析は宇
宙航空研究開発機構（JAXA）に設置されている JAXA ス
ー パ ー コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム （ JSS2 ） 上 で 32 ノ ー ド
（1024 コア）もしくは 63 ノード（2016 コア）を用いて解
析を実施した．
４．解析結果
本稿では，無次元時間を t0（= L/U0）として t = 0～20 t0
について Taylor-Green vortex の解析を実行した．計算精度
を評価する指標として，次式で定義される kinetic energy Ek，

Ek 

1

 

0 2L



3 V



uu

2

dV

(2)

とその散逸率 ，

 

dEk
dt

(3)

さらに，エンストロフィー ，
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について時間発展を計算して比較する．
Taylor-Green vortex を解くために用いる計算格子は完全
に直交な格子で構成されているため，原理的にはメニーブ
ロックソルバーの結果は構造格子ソルバーと完全に一致す
ることが期待される．
本稿では，格子解像度による解析結果への影響を評価す
るために格子解像度を変化させて（1253, 2503, 5003 セル）
解析を実施した．メニーブロックソルバーによる解析は 53
セルのサブセルを含むため，親セルには格子解像度を 5 倍
に粗くした計算格子を用いる．従って，メニーブロックソ
ルバーにより 253 の格子で解析を行う場合，サブセルを含
めたセル数 (25×5)3 = 1253 を実質的なセル数として構造格
子ソルバーとの比較を行う．表 1 に解析に用いる格子のセ
ル数を示す．

Mesh
Fine
Medium
Coarse
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されている．Medium 格子による解析も過小評価気味な傾
向がみられるが，fine 格子による解析とともに擬似スペク
トル法の結果と良く一致している．これらの解析結果は，
International Workshop on High-Order CFD Methods において
報告されている有限差分法，DG 法などの解析結果と比較
しても遜色は無く，十分な空間精度が実現されていると考
えられる．詳細は Workshop ウェブサイトに掲載されてい
るレポート 17) を参照されたい．エンストロフィーの解析結
果においては，メニーブロックソルバーと構造格子ソルバ
ーの結果で若干の差が見られる．特に coarse 格子において
メニーブロックソルバーで少し散逸的な傾向が見られるが，
この差が生じる要因については今後さらに調査したい．

表 1 解析に用いる格子のセル数
Many-block solver
Structured solver
(100×5)3
5003
3
(50×5)
2503
(25×5)3
1253

４．１．メニーブロックソルバーの精度検証
図 3 に kinetic energy Ek について時間発展を比較した結
果を示す．メニーブロックソルバーによる解析結果は，
いずれの格子解像度についても構造格子ソルバーによる
結果と完全に一致する．また，リファレンスとなる擬似
スペクトル法による解析（5123 格子点） 16) とほぼ同じ結
果を与えることがわかる．

図 4 散逸率  の時間発展．

図 5 エンストロフィー  の時間発展．
図 3 Kinetic energy Ek の時間発展．
図 4 に kinetic energy の散逸率  について時間発展を比較
した結果を示す．メニーソルバーによる解析結果は，最も
解像度の低い coarse 格子で散逸率にずれが確認できるが，
こ れ は 構 造 格 子 ソ ル バ ー も 同 様 で あ る ． Fine お よ び
medium 格子の結果はどちらも擬似スペクトル法の解析結
果をかなり良く再現している．
図 5 にエンストロフィー  について時間発展を比較した
結果を示す．エンストロフィーの結果は格子解像度への依
存性が大きく，coarse 格子による解析ではかなり過小評価

図 6 および 7 に，それぞれ，メニーブロックソルバー，
構造格子ソルバーにより計算した瞬時の渦度分布を示す．
これらの結果は，散逸率がピーク値に近くなる t = 8 t0 にお
いて，x = L での断面分布（0 < y < L/2, L/2 < z < L）を
示している．最も解像度が低い coarse 格子による解析結果
で若干の差が見られるが，メニーブロックソルバーは構造
格子ソルバーの結果をほぼ完全に再現している．図 8 に擬
似スペクトル法により得られた結果 16) を参考に示す．メニ
ーブロックソルバーの結果は擬似スペクトル法と比較して
も全く遜色がない．
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図 9 にメニーブロックソルバーによる解析（fine 格子）
で得られた渦の三次元構造を示す．図の結果は t = 8 t0 にお
ける渦度 || = 12 U0/L の等値面を示す．解析によって微細
な三次元渦構造が捉えられており，メニーブロックソルバ
ーが十分に高い空間精度を実現していることがわかる．
表 2 計算コストの比較
Memory, MB
Mesh size
Elapsed time, s
Many-block (c)
0.018870a
1460.9 × 32
Many-block (m)
0.13296a
5960.4 × 32
Many-block (f)
0.50938b
21354 × 63
Structured (c)
0.014515a
1169.9 × 32
Structured (m)
0.092067a
2444.9 × 32
Structured (f)
0.35603b
6519.3 × 63
a SPARC64 XIfx × 32 on JAXA Supercomputer system.
b SPARC64 XIfx × 63 on JAXA Supercomputer system.
４．２．計算コストの評価
メニーブロックソルバーの計算コストを評価した結果を
表 2 に示す．まず，時間ステップあたりの計算時間を構造
格子ソルバーと比較すると，メニーブロックソルバーは
coarse, medium, fine 格子でそれぞれ約 1.3, 1.4, 1.4 倍の計算
時間を必要とする．また使用メモリサイズについても，構
造格子ソルバーに対して約 1.2, 2.4, 3.3 倍の容量が必要であ
る．メニーブロックソルバーにおけるコスト増加は，親セ
ルが隣接するセルと重複する形でゴーストセルを持つこと
が原因と考えられる．
表 3 に，JSS2 で提供されている性能プロファイラを使用
して演算性能を評価した結果を示す．構造格子ソルバーで
は CPU のピーク性能に対しておおむね 3～4 % 程度の性能
が得られている．メニーブロックソルバーでは若干演算性
能が低下しているが，約 3 % の実行性能を達成した．今後，
チューニングと使用メモリの効率化を行い，さらなる性能
向上を目指したい．
表 3 プロファイラによる演算性能の比較
% to PEAK
Mesh size
Gflops
Many-block (c)
860. 3a
2.50
Many-block (m)
1092a
3.19
Many-block (f)
2246b
3.27
Structured (c)
1030a
3.00
Structured (m)
1309a
3.81
Structured (f)
2523b
3.67
a SPARC64 XIfx × 32 on JAXA Supercomputer system.
b SPARC64 XIfx × 63 on JAXA Supercomputer system.
５．まとめ
本研究では，六面体の親セル内部を N 3 の構造格子系サ
ブセルで分割することで N 次精度を実現するメニーブロッ
クソルバーを提案した．本ソルバーではサブセルの格子系
に構造格子ソルバー用の高次精度化手法がそのまま適用で
きるため，空間高次精度が容易に実現可能である．本稿で
は提案したアルゴリズムを CFD ソルバーへ実装し，五次精
度の空間高次精度ソルバーを構築した．ベンチマーク問題
として Taylor-Green vortex について解析を行った結果，通
常のマルチブロック構造格子ソルバーや擬似スペクトル法
と同じレベルで空間高次精度を実現することが可能である
ことが示された．
今後の課題として，コードのチューニングによる演算性
能の向上とメモリ使用の効率化を行うことが重要である．
また，本稿の結果は完全に直交な格子で解析を実施した理
想的な条件であるため，格子の直交性が悪化する複雑形状

周りの解析によって精度を検証することが次のステップで
ある．
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(a) Many-block solver, (255)3 cells

(a) Structured solver, 1253 cells

(b) Many-block solver, (505)3 cells

(b) Structured solver, 2503 cells

(c) Many-block solver, (1005)3 cells

(c) Structured solver, 5003 cells

図 6 メニーブロックソルバーによる t = 8 t0, x = L におけ
る渦度分布．

図 7 構造格子ソルバーによる t = 8 t0, x = L における渦度
分布．
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図 8 擬似スペクトル法による t = 8 t0, x = L における渦度
分布 16)．5123 格子点での解析結果．

図 9 メニーブロックソルバーによる t = 8 t0 における渦の三
次元構造．Fine 格子による解析結果．
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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
－複数の狭帯域フィルターを用いた放射測定－
山崎颯太（群馬大院理工・院），舩津賢人（群馬大院理工），原澤彰（群馬大院理工・院）

Experimental Study of Radiation behind Reflected Air Shock Waves
- Radiation Measurements with Several Kinds of Narrow Band-pass Filters by
Sota Yamazaki, Masato Funatsu, and Akira Harasawa
ABSTRACT
In our laboratory, the characteristics of radiation behind air shock waves have been studied systematically by using a shock tube. In
previous studies, the pressures in high pressure chamber and low pressure chamber conditions were kept as independent variables, and
radiation behind reflected air shock wave was observed by a high-sensitivity cooled CCD camera. As a result, the radiation intensities were
increased with an increase in the incident shock Mach number. In this study, the shock waves with different incident shock Mach number
were produced under the conditions where pressure in the low pressure chamber was kept at constant value and pressure in the high
pressure chamber was increased. The radiation behind those reflected shock waves was visualized temporally and spatially by a high-speed
video camera. In addition, the time changes of the radiation originated from the chemical species were analyzed by using the high-speed
video camera with narrow band-pass filters. The narrow band-pass filters corresponding to atomic nitrogen and oxygen lines were selected,
and the filter not corresponding to these lines, namely 520 nm in wavelength, was also done. As a result, the radiation was observed in all
the cases with the narrow band-pass filters. However, the radiation intensity obtained from the narrow band-pass filter which does not
correspond to these lines is weaker than the radiation intensities obtained from the narrow band-pass filters which correspond to these lines.
Thus, there is a possibility that the radiation was due to atomic nitrogen and oxygen lines.

１．はじめに
地球大気圏に再突入する宇宙往還機は，その前方に強い
衝撃波が発生し，機体は著しい空力加熱を受ける．空力加
熱は対流加熱と放射加熱にわけられ，機体の突入速度が速
いほど放射加熱の影響は大きくなる．そのため，機体設計
において衝撃波背後の放射特性を解明することは大変重要
である1)．
本研究室では，高温高圧気体，特に空気の放射特性の解
明を目的に，衝撃波管を用いた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と低圧力室条件を変
化させ空気反射衝撃波背後の放射を高感度冷却CCDカメラ
により撮影した 2) ．本研究では一定の低圧力室条件のもと，
高圧室圧力を増加させ，異なる衝撃マッハ数を有する空気
衝撃波を発生させた．それらの反射衝撃波背後の放射を高
速度ビデオカメラにより時間的空間的に可視化した．また，
窒素や酸素の原子線に対応する狭帯域フィルターを用いて
特性波長に対応する可視化像も取得した．さらに，窒素や
酸素の原子線による放射が存在しないと考えられる波長領
域に対応する狭帯域フィルターを用いて放射測定を行い，
放射化学種に関して考察した．
２．実験装置および実験方法
図１に実験装置概略を示す．衝撃波管は，内径80mmの
高圧室（長さ1,000mm）と低圧室（同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．高圧室と
低圧室の間に隔膜としてPolyethylene Terephthalate（PET）
フィルムを重ねることで破膜圧力を調節し，高圧室圧力を
高めることにより隔膜を破膜させ，衝撃波を発生させた．
図２に図１の測定部（A）を側面からみた詳細を示す．測
定部は隔膜から3,560mm位置（管端から440mm位置）にチ
ャンネル1（Ch. 1），3,900mm位置（管端から100mm位
置）にチャンネル2（Ch. 2）として２つの圧力センサーを
設置し，アンプを介してオシロスコープに信号を入力し，
圧力波形を取得した．管内に生じる放射は，観察窓から高
速度ビデオカメラ（ナックイメージテクノロジー製

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)
GX-3）により撮影した．
３．結果および考察
３－１ 衝撃マッハ数の計測
本研究では，低圧室圧力P1が760Paの条件のもと，高圧室
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Incident shock Mach number MS [ - ]

6.0

３－２ 高速度ビデオカメラによる放射強度分布の時間変
化
高速度ビデオカメラを用いて衝撃波背後の放射強度分布
の時間変化を取得した．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４に実験結
果を擬似カラー表示して示す．上段から入射衝撃マッハ数
4.8，5.0，5.1の実験結果を示している．これらの放射強度
は下のカラーバーに対応する．図の下の時間は，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の経過
時間を示しており，0µsecの白い円が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る．図４か
ら今回実施したすべての実験において，放射強度は反射衝
撃波背後で急激に強くなり，その後弱くなることがわかっ
た．また入射衝撃マッハ数の増加に伴い，全体的に放射強
度は強くなり，最大放射強度も強くなることが観察された．

Theoretical
Experimental
5.5

5.0

4.5

4.0
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Pressure in high-pressure tube P4 [ MPa (Abs.) ]
Fig. 3 Relationship between pressure in high-pressure
chamber and incident shock Mach number

圧力P4を増加させ実験を行った．図３に高圧室圧力P4と入
射衝撃マッハ数MS の関係を示す．図の横軸は高圧室圧力，
縦軸は入射衝撃マッハ数である．図中の黒の丸のプロット
は入射衝撃波の実験値，黒の実線は理論曲線 2) を示してい
る．高圧室および低圧室の圧力は絶対圧力で示す．図３か
ら高圧室圧力の増加に伴い，入射衝撃マッハ数が増加する
ことがわかる．

３－３ 高速度ビデオカメラと狭帯域フィルターによる放
射測定
衝撃波背後の放射化学種を高速度ビデオカメラと狭帯域
フィルターを用いて調べた．狭帯域フィルターを用いる場
合，放射はフィルターにより減光されるため露光時間を長
くする必要がある．そのため撮影速度を30,000frames/sec，
露光時間を33.3μsecとした．表１に用いた狭帯域フィルタ
ーの特性を示す．例えばMC650の狭帯域フィルターは中心
波長648.75nm，半値全幅（FWHM）12.50nm，透過率89.7%
であり，窒素の原子線（648.27nm）に対応するフィルター
である．また，表１に示すとおり，MC750，MC870は窒素
の原子線，MC780は酸素の原子線に対応する．
図５に一例として入射衝撃マッハ数5.1の放射強度分布の
時間変化を擬似カラー表示して示す．図５の上段から
MC650

5mm

442

0
μsec

417

0
μsec

433

429

0
μsec

400

458

450
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475

467
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509 525
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MS = 4.8 (tR = 441 μsec)
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450
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Fig. 4 Time changes of relative intensity distributions behind shock waves (P1 = 760Pa)
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Table 1 Characteristics of narrow band-pass filters
Filter name

Central
Wavelength [nm]

FWHM [nm]

Transmittance [%]

Corresponding
Systems

MC650

648.75

12.50

89.7

N I (648.27 nm)

MC750

747.00

10.00

68.5

N I (746.83 nm)

MC780

779.25

10.50

80.2

O I (777.19 nm)

MC870

869.25

11.50

67.1

N I (868.03 nm)

MC650，MC750，MC780，MC870の実験結果である．これ
らの放射強度は下のカラーバーに対応する．図の下の時間
および観察窓の位置などは図４と同様である．図５からす
べての狭帯域フィルターにおいて反射衝撃波背後で放射強
度が強くなった．また，酸素の原子線に対応するMC780の
狭帯域フィルターの結果（図５の上から３番目）をみると，
ほかの狭帯域フィルターよりも放射強度が強くなった．こ
れらより反射衝撃波背後において窒素や酸素の原子線に起
因する放射が生じている可能性があることがわかる．
図６，図７，図８に各入射衝撃マッハ数において，観察

窓中心点で取得した放射強度の時間変化を示す．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．黒，赤，緑の破線はそれ
ぞれ窒素の原子線に対応するMC650，MC750，MC870の狭
帯域フィルター，青の実線は酸素の原子線に対応する
MC780の狭帯域フィルターを用いて取得した放射強度を表
す．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．どの入射
衝撃波マッハ数においてもIncidentでは放射強度がほとんど

5mm

0 μsec

512 μsec

546 μsec

579 μsec

612 μsec

645 μsec

679 μsec
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Fig. 5 Time changes of relative intensity distributions by using the narrow band-pass filters (P1 = 760Pa , MS = 5.1)
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Fig. 7 Time changes of relative intensities
behind shock waves (P1 = 760Pa , MS = 5.0)

Fig. 6 Time changes of relative intensities
behind shock waves (P1 = 760Pa , MS = 4.8)

30

Relative intensity I [a.u.]

みられず，Reflectedで放射強度が急激に強くなり，その後
弱くなる．また入射衝撃波マッハ数の増加に伴い，それぞ
れの狭帯域フィルターを用いて取得した放射強度は全体的
に強くなる傾向があった．さらに酸素の原子線に対応した
MC780（図中の実線）の実験結果をみると入射衝撃マッハ
数の増加に伴い最大放射強度が強くなるが，窒素の原子線
に対応したMC650，MC750，MC870（図中の破線）の実験
結果をみると入射衝撃マッハ数4.8と5.0では最大放射強度
があまり変化せず，衝撃マッハ数5.1で最大放射強度がほか
の条件と比較して強くなる傾向があった．これらの結果よ
り，入射衝撃マッハ数の増加に伴い放射強度は増加する傾
向があるものの，化学種に依存して放射強度の増加量に差
異がみられた．
つづいて，窒素や酸素の原子線に由来する放射が存在し
ない波長領域に対応する狭帯域フィルターを用いて反射衝
撃波背後の放射化学種を調べた．用いた狭帯域フィルター
は，表１に示す窒素と酸素の原子線に対応するフィルター
に加え，窒素と酸素の原子線に対応しない狭帯域フィルタ
ーであるMC520の狭帯域フィルターである．表２にMC520
の特性を示す．
図９に入射衝撃マッハ数5.2で得られた画像を擬似カラー
表示して示す．図の上段からMC520，MC650，MC750，
MC780，MC870の狭帯域フィルターを用いて取得した実験
結果である．これらの放射強度は下のカラーバーに対応す
る．図の下の時間および観察窓の位置などは図４と同様で
ある．図９から入射衝撃マッハ数5.2においてもすべての狭
帯域フィルターにおいて入射衝撃波背後で放射はほとんど
みられず，反射衝撃波背後で放射強度が強くなり，酸素の
原子線に対応するMC780の狭帯域フィルターを用いて取得
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Fig. 7 Time changes of relative intensities
behind shock waves (P1 = 760Pa , MS = 5.1)
した放射強度が最も強くなった．MC520の狭帯域フィルタ
ーを用いて取得した放射強度はほかの狭帯域フィルターを
用いて取得した放射強度より弱くなった．MC520の狭帯域
フィルターを用いて放射が撮影された理由として，窒素や
酸素に関係のない何らかの連続的な放射の一部を観察して
いると考えている．
図１０に入射衝撃マッハ数5.2において観察窓中心点で取
得した放射強度の時間変化を示す．横軸はCh. 1の圧力セン

Table 2 Characteristics of narrow band-pass filters
Filter name

Central
Wavelength [nm]

FWHM [nm]

Transmittance [%]

Corresponding
Systems

MC520

521.00

10.00

83.0

－
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Fig. 9 Time changes of relative intensity distributions by using the narrow band-pass filters (P1 = 760Pa , MS = 5.2)
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サーが圧力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．図中の点線，青の実線は図６と同様，窒素
と酸素の原子線に対応した狭帯域フィルターの実験結果で
あり，紫の実線は窒素と酸素の原子線に対応しないMC520
の実験結果を示している．図中のIncidentの領域とReflected
の領域は図６と同様である．図１０からすべての狭帯域フ
ィルターを用いて取得した放射強度はReflectedの領域で強
くなった．またMC520の狭帯域フィルターを用いて取得し
た放射強度はほかの狭帯域フィルターを用いて取得した放
射強度より弱く，窒素と酸素の原子線に対応するフィルタ
ーのなかで最も放射強度が弱いMC870の狭帯域フィルター
を用いて取得した放射強度の半分程度となった．これらの
実験結果からMC520の狭帯域フィルターを用いて取得した
放射強度は，窒素や酸素の原子線に関係のない何らかの連
続的な放射の一部を観察している可能性がある．これより，
MC650，MC750，MC780, MC870の狭帯域フィルターを用
いて取得した放射強度は，窒素や酸素の原子線に由来して
いる可能性が高いことを示唆しているものと考えられる．
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Fig. 10 Time changes of relative intensities
behind shock waves (P1 = 760Pa , MS = 5.2)
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４．結論
一定の低圧力室条件のもと，高圧室圧力を増加させ，異
なる衝撃マッハ数を有する空気衝撃波を発生させた．それ
らの反射衝撃波背後の放射を高速度ビデオカメラにより時
間的空間的に可視化した．また，窒素や酸素の原子線に対
応する狭帯域フィルターを用いて特性波長に対応する可視
化像も取得した．さらに，窒素や酸素の原子線による放射
が存在しないと考えられる波長領域に対応する狭帯域フィ
ルターを用いて放射測定を行った．以下に主な結論を示す．
（１）放射強度は反射衝撃波背後で急激に強くなり，その
後弱くなる．
（２）入射衝撃マッハ数の増加に伴い，放射強度は強くな
る．
（３）狭帯域フィルターを用いて取得した放射強度におい
て入射衝撃マッハ数の増加に伴い，最大放射強度は強
くなる傾向がある．また化学種に依存して放射強度の
増加量に差異がみられた．
（４）入射衝撃マッハ数5.2において，窒素や酸素の原子線
に対応しない波長520nmの狭帯域フィルターを用いた
場合でも放射が観察されたが，ほかの狭帯域フィルタ
ーに比べ放射強度は弱い．
（５）波長520nmの狭帯域フィルターを用いた放射強度が
弱いことから，窒素や酸素の原子線に対応した狭帯域
フィルターを用いた放射強度は窒素や酸素の原子線に
由来した放射を観察している可能性が高い．
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