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まえがき
今年度の ANSS2012 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
講演と合同開催という形で、富山県富山国際会議場で開催いたしました。ANSS 側、学会側
からの特別企画 7 テーマ、一般講演 150 件を、5 会場で進め、特別講演 3 件につきましては、
別途特別会場において開催されました。全体的に、大変活気のあるシンポジウム、講演会
となりました。特別講演としては、米国ボーイング社 Phillippe R. Spalart 氏の「Reflections on
RANS Modeling」、埼玉大学大八木重治氏の「気体デトネーション波の開始過程」、株式会社
スギノマシンの三辺征夫氏の「ウォータージェット技術と用途事例」の 3 件の講演をいた
だきました。
一般公演としては、超音速空気力学、プラズマ・レーザ技術、非定常空気力学と空力音
響技術、燃焼シミュレーションなどに関する研究発表が見られました。特に、プラズマに
関する研究発表が多くみられ、数値シミュレーションのみならず、実験との対応などにつ
いて活発に議論されておりました。また、「CFD と教育」と題したセッションが設けられ、
航空宇宙分野における人材教育の新たな進め方が提案され、議論されました。私ども実行
委員会の責務として、今後もこのような議論の場を提供し続けていくべきであると感じま
した。
最後に、本シンポジウムの運営に当り、日本航空宇宙学会空気力学部門委員長の佐宗章弘
名古屋大学教授をはじめ同部門委員の方々のご努力に感謝しますとともに、本シンポジウ
ムの開催に当り、資金等の支援をいただいた富山市，（公財）富山県ひとづくり財団，（公
財）日本教育公務員弘済会富山支部，（財）富山市コンベンションビューローに謝意を表し
ます。
平成 24 年 12 月吉日
航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム（ANSS）
委員長
大貫

武

ANSS 運営委員会委員
大貫武（委員長）
、新城淳史（幹事）
、相曽秀昭、池田友明、榎本俊治、齋藤健一、佐藤茂、
嶋英志、清水太郎、中村孝、長谷川進、藤田直行、牧野好和、松尾裕一、松山新吾、
村上桂一、村山光宏、山根敬、吉田正廣
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弾道飛行装置を用いた超音速飛行体の近傍場圧力計測精度の検証
鵜飼孝博，大谷清伸，大林茂
東北大学流体科学研究所


Validation of Measurement Accuracy for Near-Field Pressure of Supersonic
Projectiles Using a Ballistic Range
by
Takahiro Ukai, Kiyonobu Ohtani and Shigeru Obayashi（Institute of Fluid Science, Tohoku University）
ABSTRACT
This paper reports the results of near-field pressure measurement tests to validate the measurement accuracy in a ballistic range at the
Institute of Fluid Science, Tohoku University. The experiments in the ballistic range were performed using two types of axisymmetric
projectile which have sharp and blunt nose shape, respectively. The near-field pressure waveforms measured in this experiment were
compared to the existing results obtained in the wind tunnel experiments using a static pressure probe. Since the sting support influences
were shown in the wind tunnel experimental data, only the front part of the waveform could be compared. The results showed that the nearfield pressure waveform of the sharp nose projectile qualitatively agreed with the existing experimental data although the measurement
conditions such as angle-of-attack and Mach number in the ballistic range experiment differed from those in the wind tunnel. On the other
hand, the blunt nose projectile comparatively flew horizontally and its measured near-field pressure waveform quantitatively agreed well
with the existing experimental data. It was confirmed by a numerical simulation that the small difference of the flight conditions did not
have a large influence on the near-field pressure value. These experiment results indicate that this ballistic range has an ability to measure
near-field pressure waveform correctly.

１．はじめに
超音速旅客機開発の最大の技術課題はソニックブームの
低減であり，ソニックブーム研究は世界の航空工学分野の
焦点の一つとなっている．低ソニックブームの実験研究の
ひとつに飛行機模型の近傍場圧力計測が挙げられる 1-3)．
風洞装置を用いた実験では機体模型がスティングに支持さ
れており，スティングから発生する圧力波が機体模型後端
から発生する圧力波に影響を及ぼすため，機体模型全体の
正確な近傍場圧力波形計測が困難である 4)．一方，弾道飛
行装置は模型を自由飛行させることから，模型支持による
衝撃波が干渉しない点で優れている．弾道飛行装置を用い
た近傍場圧力実験は，1960 年代頃から NASA で行われて
おり 5, 6)，現在，国内においては名古屋大学で実験が行わ
れている 7-9)．東北大学流体科学研究所では弾道飛行装置
を所有しており，亜音速から極超音速までの射出能力と比
較的大規模な計測室を有することから，様々な実験が行わ
れてきた 10, 11)．最近，東北大学においてもソニックブー
ムに関する近傍場圧力計測の実験研究を開始したが 12-14)，
計測精度については，未だ検証されていない．
本研究では，東北大学流体科学研究所の弾道飛行装置に
おいて近傍場圧力計測の高精度な計測システムの構築を目
的とする．そこで，軸対称飛行体を用いて近傍場計測実験
を行い，既存の実験結果と計測結果を比較し，圧力計測シ
ステムの精度検証を行った．
２．実験

置に直径 600 [mm]の観測窓で可視化撮影が可能であり，
試験部を兼ねている．
図 2 に回収部内部の概略図を示す．実験は高圧室出口に
飛行体を設置し，駆動気体のヘリウムガスを射出速度に応
じた設定圧力まで高圧室に充填する．その後，高圧駆動部
内のピストンの急速開口により高圧室のガス圧を飛行体に
作用させ，加速管において飛行体を超音速まで加速させる．
飛行体が加速する際，先行衝撃波が発生し，飛行体より先
に試験部へ伝播する．ブラスト管には多数の圧力解放穴が
配置されており，可視化領域上流側にバッフル板を 5 つ設
置し，先行衝撃波が可視化領域に伝播するのを防いだ．
複雑形状物体や加速管内径より小さい物体を射出すると
き，飛行体はサボと呼ばれる支持具に格納し射出される．
射出後のサボは不要になるため，回収部内部の空気抵抗を
利用し分離させる．長い回収部はサボ分離のための自由飛
行距離を確保し，サボが計測部（または観測部）に及ぼす
影響を防ぐ．可視化領域直前には速度計測用のレーザーが
2 個配置されており，飛行体通過によるレーザー遮断時間
と 2 個のレーザー間距離から飛行速度が計測できる．

Recovery tank

High-pressure
gas chamber
Optical windows

２．１ 実験装置および計測機器
図 1 に本実験で用いた東北大学流体科学研究所の弾道飛
行装置（一段式軽ガス銃運転形式）の模式図を示す．本装
置は高圧駆動部，加速管（全長 3.5 [m]，内径 51 [mm]），
ブラスト管（全長 1 [m]，内径 51 [mm]），回収部（全長
12 [m], 直径 1.66 [m]）から構成される．また，ステンレス
製の回収部は加速管出口後方約 3 [m]，8 [m]，10 [m]の位

Launch tube

図 1  東北大学流体科学研究所の弾道飛行装置
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Pressure instrumentation

8m
図 2 計測室内部の概略図

Flight direction

影 速 度 1,000,000 [frames/sec]， 解 像 度 312 [pixel]×260
[pixel]）を用いた．飛行姿勢計測は，直接撮影によって得
られた飛行体表面に施したマーキングの変位量から幾何学
的に算出した．
２．３ 実験条件

Pressure transducers
図 3 圧力計測器
図 3 に圧力計測器を示す．圧力計測器は，ステンレス製
平板（長さ 310 [mm], 幅 220 [mm], 厚さ 20 [mm]）上の上
流側先端から 39.5 [mm]および 270.5 [mm]の位置に 65
[mm]間隔で 3 個の圧力変換器（113B28, PCB 社）を配置し
た．飛行体から発生する衝撃波と計測板との干渉の影響を
防ぐため機器後端部にアクリル製平板（長さ 100 [mm], 幅
220 [mm], 厚さ 10 [mm]）を延長させて計測した 13)．飛行
体の射出によって計測室内部を伝わる振動が，圧力変換器
へ伝達するのを防ぐため，圧力変換器は MC ナイロン製の
マウントホルダー（直径 25 [mm]）に取付けられ，ガタの
ない精密はめ合いでステンレス製平板へ取付けた 6)．
２．２ 衝撃波可視化および飛行姿勢計測
高速飛行体周りの流れ場の光学可視化および，飛行体飛
行姿勢の同時計測を行うため，加速管出口約 8 [m]後方の
観測窓において，連続光源（メタルハライドランプ MME250，モリテックス社，消費電力 250 [W]）を光源とする
影写真法光学系を用いて流れ場を光学可視化した．また，
飛行姿勢計測には，可視化領域から上流側に設置したフラ
ッシュランプ（Flash control unit CU-500，Adapt electronics
社）を光源として飛行体表面の直接撮影を行った 14)．光
学可視化および，直接撮影には，高速度ビデオカメラ
（HPV-1，SHIMADZU 社，撮影コマ数 104 コマ，最大撮

図 4 に本実験で用いた飛行体の寸法形状を示す．鋭頭形
状と鈍頭形状の二種類の軸対称飛行体を用いた．これらの
飛行体の先端形状は，Carlson らが実施した NASA 超音速
風洞近傍場圧力計測実験（静圧プローブ計測）に用いられ
たもので 3)，波形計測結果が存在する．そこで，弾道飛行
装置を用いた近傍場圧力計測実験の計測精度の比較検証に
用いた．ただし，風洞試験では模型がスティングで支持さ
れているため，模型後方から発生する圧力波形は模型の支
持干渉により実現象を捉えていない．したがって，本実験
では模型先端から発生する圧力波形のみ比較検証として用
いた．
弾道飛行装置では模型が自由飛行するため飛行姿勢の能
動制御は困難であり，飛行体が高い静安定性を持つ必要が
ある．そこで，飛行体を前部と後部に分離し，それぞれ異
材質で構成して重心位置を前方に配置した．全長 90 [mm]
（代表長さ L = 50.8 [mm]）の飛行体先端から 60.8 [mm]ま
での前部は鋼，後部はアルミである．鋭頭形状と鈍頭形状
の飛行体の重心位置は，それぞれ先端から 51.2 [mm]，
41.9 [mm]である．
図 5 に本実験で用いた飛行体およびサボを示す．鋭頭形
状飛行体（図 5(a)，7.4[g]），鈍頭形状飛行体（図 5(b)，
10.7 [g]）は 4 分割サボ（ポリカーボネイト樹脂, 83.9 [g]）
に格納する．飛行体後部表面に，飛行姿勢計測用のマーキ
ングを円周方向 90 [deg]間隔に 4 本と後端から 15 [mm]の
円周上に 1 本施した．
実験は回収部を 50 [kPa]に減圧し，鋭頭形状 6 個、鈍頭
形状 4 個の飛行体を用いて流れ場の可視化，飛行姿勢，近
傍場圧力を同時に計測した．高速度ビデオカメラは撮影速
度 16 [μs]，露光時間 4 [μs]で撮影した．Carlson らの風洞試
験結果と一致させるため近傍場計測高さは H/L=5 とし，
飛行マッハ数は Ms = 1.41 に設定した．
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Marking

Flight direction

（a）鋭頭型
（a）鋭頭型（Shot#1，Ms=1.39）

Flight direction

Marking

（b）鈍頭型
図 4 軸対称飛行体寸法

（b）鈍頭型（Shot#2，Ms=1.44）
図 6 衝撃波と飛行体表面の同時可視化画像
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図 5 軸対称飛行体とサボ
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３．結果および考察
３．１ 飛行条件計測結果
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（a）鋭頭型（Shot#1）

Yaw , Pitch [deg]

図 6 に飛行体周りの流れ場と表面の同時可視化結果を示
す ． 飛 行 体 は ，(a)鋭 頭 形 状 （Shot #1） ，(b)鈍 頭 形 状
（Shot #2）である．完全な水平飛行ではないが，比較的
水平に飛行した試験結果を示す．図 7 に連続可視化画像か
ら算出した飛行体姿勢の時間履歴を示す．飛行体表面のマ
ーキング変位量からヨー角，ロール角を，全長の傾きから
ピッチ角を算出した．ここで，飛行体が可視化領域に到達
した時間を 0 [ms]とし，最小二乗法を用いて線形近似した．
飛行体先端からの衝撃波角度と飛行体の飛行位置から，近
傍場圧力が計測された時刻の飛行姿勢を求めた．また，飛
行高さは可視化画像から計測した．Shot#1 では，ピッチ
角= -5.4 [deg], ヨ ー 角= -3.9 [deg], ロ ール 角= -5.7 [deg],
H/L=5.0 であり，Shot#2 では，ピッチ角= 1.1 [deg], ヨー角
= -3.4 [deg], ロール角= -8.5 [deg], H/L=5.1 であった．
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（b）鈍頭型（Shot#2）
図 7 飛行姿勢計測結果
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３．２ 飛行条件が最大過剰圧に及ぼす影響
本実験の計測条件（マッハ数，姿勢，計測高さ等）は，
Carlson らの風洞試験での条件と完全に一致しないため，
近傍場圧力計測結果の単純な比較は行えない．そこで，数
値解析を行って飛行条件が最大過剰圧 ΔPmax/P∞に及ぼす影
響を検討した．
まず，飛行条件（マッハ数，ピッチ角，ヨー角，ロール
角，飛行高さ）が最大過剰圧 ΔPmax/P∞へ及ぼす影響を相関
係数で評価した．ここで，ΔPmax/P∞は飛行体先端から発生
する近傍場圧力値を試験部雰囲気圧で除した無次元係数で
ある．相関係数 r は，n 組のデータ(x1, y1) , (x2, y2), ・・・,
(xn, yn)より式（1）を用いて計算した 15)．

√(∑

∑

(∑

(∑

)

)(∑

) (∑

)

(∑

JAXA-SP-12-010

を用いたことから両計算結果を比較する上では問題がない
と考える．したがって，飛行高さ 2.0 [%]，ピッチ角 1.1
[deg]およびマッハ数 2.1 [%]の範囲内の違いでは，最大過
剰圧 ΔPmax/P∞に大きく影響を及ぼさないことが分かった．
つ ま り ，Shot#2 と Carlson ら の 風 洞 試 験 の 最 大 過 剰 圧
ΔPmax/P∞は，単純に比較が行えることが示された．
一方，Shot#1 では，Carlson らの実験条件と飛行条件
（マッハ数=1.39，ピッチ角= -5.4 [deg]）が大きく異なる
ため，飛行条件が ΔPmax/P∞へ及ぼす影響は大きいと考えら
れる．よって，定量的な比較が困難なため，数値計算は実
施していない．
表 2 計算条件

Mach

)

)

( )

Carlson’s Exp condition
Present Exp condition
(Shot#2)

number
1.41

AoA
[deg]
0

1.44

1.1

H/L
5
5.1

表 1 に各飛行条件と得られた ΔPmax/P∞の相関係数を示す．
本実験において，ΔPmax/P∞はピッチ角と飛行高さに最も強
い相関があった．
表 1 計測条件と ΔPmax/P∞の相関係数

ΔPmax/P∞

Pitch

Yaw

Roll

0.8

0.2

-0.3

M∞

Flight
height
0.8

つぎに，数値解析を用いて Shot #2 と Carlson らの風洞
試験の計測条件の違いが，ΔPmax/P∞へ及ぼす影響を評価し
た．ここでは，全試験の中で最も水平に飛行した Shot #2
を 解 析 対 象 と し た ． 数 値 解 析 で は ，MEGG3D（MixedElement Grid Generator in 3 Dimensions）16)を用いて非構造
格子を生成し，3 次元非構造圧縮性流体解析ソルバーであ
る TAS（Tohoku University Aerodynamic Simulation）Code17,
18)
を用いて 3 次元 Euler 計算を行った．
本実験で用いた飛行体と同じ寸法の供試体を解析に用い
た．図 8 に計算格子の全体図と供試体近傍の拡大図を示す．
供試体下方に伝播する衝撃波を正確に捉えるため，供試体
近傍，供試体下方の格子を他の箇所に比べて細かく設定し
た．供試体は左右対称であるため，対象面に横滑りなし条
件を仮定し，解析対象を半裁模型とした．格子点数は約
760 万点である．
数値解析の計算条件を表 2 に示す．計算条件は，Shot
#2 と Carlson らの風洞試験の計測条件を模擬し，ΔPmax/P∞
と相関関係が強かったピッチ角と飛行高さをパラメータと
した．また，相関係数の結果から，マッハ数は ΔPmax/P∞に
あまり影響を及ぼさないが，マッハ数による圧力値の変動
は十分考えられる．よって，数値解析上で簡単に設定でき
ることからパラメータとして変化させた．計測高さが異な
る計算条件を同じ格子で計算するため，計測位置では衝撃
波が反射しない条件とした．
図 9 に近傍場圧力波形の計算結果を示す．両計算条件で
の正の最大値の差は，2.8 [%]であった．ただし，供試体先
端の衝撃波を鮮明に捉えることが困難であったため，計算
値は実験値より最大圧が低かった．しかし，同じ計算格子

図 8 数値解析に用いた計算格子
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number
0.33

0.0E+00
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-0.05

Carlson's Exp condition
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図 9 数値解析による近傍場圧力波形
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図 10 に 比 較的 水 平に 飛行し た 飛行 体 の 圧 力 波形 と
Carlson らの風洞試験圧力測定結果の比較を示す．飛行体
形状は，(a)鋭頭形状（Shot #1），(b)鈍頭形状（Shot #2）
である．また，波形は圧力計測器の後方に配置された圧力
変換器によって得られた結果である．最大圧力値は飛行体
先端の圧力波，最少圧力値は飛行体後端の圧力波によって
生じる．
Carlson らの風洞試験では，静圧プローブを用いて計測
している．一方，本実験の圧力計測器では，平板を用いる
ため平板表面で衝撃波が反射する．そこで，両結果を比較
するために，本実験の測定圧は反射を考慮して半分の値を
用いた．本実験結果の ΔPmax/P∞の拡張不確かさ UP は，式
（2）から（7）を用いて算出した 19)．

Carlson らの風洞試験結果とよい一致を得た．したがって，
近傍場圧力波形の計測システムは計測精度を十分に確保し
ている．
1.0E-02
5.0E-03

0.0E+00
-5.0E-03

ΔP/P∞

３．３ 計測波形の精度検証
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Wind tunnel Exp by Carlson
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√
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√
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√

√
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1.5E-02

( )

( )
( )

5.0E-03

鋭頭形状飛行体（Shot#1）の計測条件は，飛行姿勢が
Carlson らの風洞試験の計測条件と大きく異なったため，
ΔPmax/P∞のピーク値は異なったが，波形は定性的によく一
致した．一方，鈍頭形状（Shot#2）の波形では，Carlson
らの風洞試験の最大圧力値 ΔPmax/P∞は約 1.28×10-2（拡張
不確かさ UC =6.50×10-3）であり，本実験結果（Shot#1）
の 最 大 圧力 値 ΔPmax/P∞は 1.24×10-2（ 拡 張 不確 か さ UP
=1.45×10-3） と な っ た ． 本 実 験 結 果 の ΔPmax/P∞は ，

0.0E+00

-5.0E-03
-1.0E-02
-1.5E-02
-2.0E-02
-0.05 0.00

( )

( )

Wind tunnel Exp by Carlson
Present Exp

1.0E-02

( )

u (x1)は，圧力変換器のノイズによる A タイプの不確かさ
（自由度=3200）， ̅は平均値，u (x2)は，圧力変換器の直
線性 k による B タイプの不確かさ，u (x3)は，圧力変換器
の圧力値分解能 Pmin による B タイプの不確かさ，u (x4)は，
姿勢の違いによる B タイプの不確かさである．圧力変換
器の直線性 k は校正値を用い，分解能 Pmin はカタログ値を
参照した．係数 c は，数値計算結果から得られた飛行条件
の違いによる最大圧力値 ΔPmax/P∞の変化率である．また，
Carlson らの風洞試験結果での拡張不確かさ UC は式（8）
から算出した．ただし，風洞試験の精度に関する詳細が不
明確であるため，プローブの圧力計測誤差（±Pun）のみ
考慮した値である 20)．
(

（a）鋭頭型（Shot#1）

ΔP/P∞

( )

( )

√ ( )

0.05

0.10

0.15
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（b）鈍頭型（Shot#2）
図 10 本実験と風洞試験の圧力波形比較
４．結論
東北大学流体科学研究所の弾道飛行装置において近傍場
圧力波形計測の精度検証のため，軸対飛行体を超音速飛行
させ，Carlson らの風洞試験の圧力波形と比較した．鋭頭
型飛行体では，完全な水平飛行ができなかったため飛行条
件が異なり，Carlson らの実験結果と単純な比較はできな
かった．しかし，定性的によい一致を得た．一方，鈍頭型
飛行体では Carlson らの実験条件と完全に一致はしなかっ
たが，数値解析結果からその相違の範囲内では，圧力波形
の変動は小さいことが示され，単純な比較を行った．その
結果，非常によい一致を得た．したがって，東北大学流体
科学研究所の弾道飛行装置における近傍場圧力波形計測シ
ステムで十分な精度の計測を行えることを示した．
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LES におけるダイナミック非平衡壁面モデルの提案：
高レイノルズ数剥離流れの予測
河合宗司（ISAS/JAXA）

Dynamic non-equilibrium wall-model for LES:
predicting separated ﬂows at high Reynolds number
Soshi Kawai (ISAS/JAXA)
ABSTRACT
We propose a simple yet efficient dynamic non-equilibrium wall-modeling for large-eddy simulation of separated flows at very high
Reynolds numbers. The proposed wall model models wall shear stress directly and thus is different from popular hybrid LES/RANS
and DES approaches. The model stems directly from considerations of how turbulence length scales behave in the logarithmic layer,
and thus in other words the method is based solidly on physical reasoning. Supersonic turbulent boundary layers on a flat plate with
and without separation at very high Reynolds number (Reθ = 50, 000) are simulated and compared to the theory and experimental
data. The resulting method is shown to accurately predict both the equilibrium and non-equilibrium separated boundary layers, with
both realistic instantaneous fields and accurate statistics.

1. Introduction
航空機や宇宙機を設計するに当たって，スケール効果

( レイノルズ数効果) ，すなわち実際の飛行条件である高
レイノルズ数での正確な性能予測は，非常に重要で欠か
すことのできない要素である．この高レイノルズ数流れ

ジ数制限のため，以下では提案する壁面モデルのポイン
トやキーとなる結果のみを示す．より詳細なモデルや結
果の議論については，Refs. [ 6, 7] を参照して頂きたい．

2. Wall-modeled LES framework
本研究で提案する壁面モデルは壁面摩擦を直接モデル化

をシミュレーションで正確に予測するキーは，境界層の

する手法 ( 手法 2) をベースとしている．本手法のベース

90%以上を占める外層域の乱流構造を直接 LES で解像

となるアイディアは，レイノルズ数依存のほとんどない

し，計算コストがレイノルズ数の約 2 乗で増加する境界

境界層の 90%以上を占める外層域の乱流構造は LES と

層壁近傍 10%程度の内層域の乱流を如何にしてモデル化

して直接格子で解像し，レイノルズ数依存の大きい内層

するかであり，一般に LES の壁面モデルという重要課

域のダイナミクスは非定常に変動する壁面摩擦や壁面熱

題として知られている．主要なものとして，2 つの手法

流束としてモデル化する手法である．LES で用いる格

が提案されている：1) 内層域で RANS タイプの乱流渦

子は外層域の乱流構造を解像する格子，すなわち境界層

粘性にスイッチする手法 ( 例：DES や LES/RANS ハイ

厚さでスケーリングされる格子を用いる，∆ x i ≈ 0.05δ．

ブリッド手法，review by Spalart [1] ) ，2) 壁面摩擦を直

また本手法では壁面垂直方向の第一点目の格子は log-

接モデル化する手法 (review by Piomelli & Balaras[2] ) ．

layer に位置させ (y 1+ ≥ 100) ，粘性層を壁面垂直方向に

しかし現状，LES の壁面モデルという課題に対し，現

解像する格子 (y 1+ ≤ 1) を用いて計算する DES 法に代

状で存在する手法は全て，経験的なパラメータの導入や

表されるような内層域で RANS タイプの乱流渦粘性に

チューニング，複雑な制御理論を用いること無しに，純

スイッチする手法とは大きく異なる格子を用いる．

粋に壁面物理モデルとして高レイノルズ数の付着乱流

本 LES は，壁面近傍の内層域を解像しないため，内

境界層さえも正確に予測することが困難であるのが現

層域の影響は壁面摩擦や壁面熱流束としてモデル化し，

状である ( 詳細は Refs.[3, 4, 5]を参照) ．

LES の境界条件として用いる．本研究では，壁面摩擦

そこで本研究では，経験的なチューニングや制御理論
を用いず，高レイノルズ数乱流境界層を予測する，物理

や壁面熱流束のモデル化として，壁面垂直方向にのみス
トレッチさせた別格子を境界層内層域内でのみ用意し，

的な考察をベースとする壁面モデルを提案する．提案

そこで時間精度のある非平衡壁面モデル計算 ( 非定常な

する壁面モデルは壁面摩擦を直接モデル化する手法 ( 手

RANS 計算) をすることで，各タイムステップで瞬間瞬

法 2) をベースにしており，剥離流れにおける非平衡境

間の壁面摩擦や壁面熱流束を評価し，LES へとフィード

界層効果を考慮するため，非平衡壁面モデル ( モデルの

バックする．具体的な計算の手順は各時間ステップで，

詳細は次章を参照) を用いる．本研究では，この非平衡

1) ある壁面から位置 y m における LES から得られる瞬

壁面モデルに含まれる主要なエラー要因を特定し，物理

間の速度，密度，圧力を壁面モデル計算の上境界の境界

ベースな思考 (log-layer における乱流の長さスケールが

条件として受け渡す，2) LES からの境界条件入力を基

どう変化するか) から，シンプルかつ効果的なアイディ

に，壁面モデル計算を行い壁面摩擦や壁面熱流束を見積

アを用いて，そのエラー要因の解決法を提案する．ペー

もる，3) モデル計算で見積もった壁面摩擦や壁面熱流
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束を LES へ受け渡し，次時間ステップの LES の壁面境
界条件 ( 流束として) として用いる．ここで y m は壁面
モデル計算の上境界と LES 格子が一致する位置であり，

LES 格子において壁面からの格子点番号 m における壁
面からの距離 ( すなわち y 0 = 0, y 1 = ∆ y wall ) を表す．
ここで，過去の研究では例外無く LES の壁面から 1

JAXA-SP-12-010

2.2. Outer-layer LES: subgrid model and boundary
conditions
Subgrid-scale モデルとしてダイナミックSmagorinsky
モデルに Lilly の修正を用い，乱流渦粘性 µt および乱
流プラントル数 P r t を算出する．

LES の方程式を解く際の壁面境界条件として，壁面

点目 (y m = y 1 ) の物理量を壁面モデルのインプットと

での流束による境界条件を用いる．すなわち壁面での壁

して壁面モデル計算をしていたが，Kawai & Larsson[ 7]

面垂直方向の対流項流束や粘性による流束 (τ ij u i ) を 0

はこの y m に関して，LES の壁面近傍の格子点では数値
エラーが必然的に大きく，そのエラーの大きい格子点情

とし，壁面摩擦 τ w や壁面熱流束 qw は，RANS 方程式
を解く非平衡壁面モデル計算で得られる値を使う．壁面

報を使って壁面モデルを駆動しても正確な壁面摩擦や

モデルを用いた LES が内層域を格子で解像しないとい

壁面熱流束を見積もることが出来ない事を示した．また

う事実は，計算に用いる数値スキームにもいくつかの変

その解決法として過去の全ての研究の慣例，m = 1 の

更を加える必要が生ずる．簡潔に言うと，LES の格子

情報を壁面モデルへのインプットするのではなく，LES

がない内層域よりも上の格子点と下の格子点間 ( すなわ

で正確に解像できている位置 y m での物理情報を壁面モ

ち壁から 1 点目の格子 j = 1 と壁 j = 0 との間) の差分

デルへのインプットとすることで，正確な LES データ

は定義できず，そのまま j = 1 と j = 0 の間で計算する

を用いて物理的に正しい壁面モデルを駆動させ，正確な

差分は不正確になる．本研究では，粘性流束の計算に用

壁面摩擦を LES にフィードバックできることを示した． いる壁面垂直方向の差分として，j = 1 の点では完全な
本研究では Kawai & Larsson[ 7] の研究に従い，LES の 2 次精度片側差分，j = 2 では 2 次精度中心差分，その
壁面から 5 点目 (y m = y 5 ) の物理量を壁面モデルの上

他の点では 3 重対角の 6 次精度コンパクト差分法を用

端境界インプットとして壁面モデルを駆動させる．過去

いた．以上の差分の取り扱いにより，LES の方程式は

の研究では例外無く m = 1 を使っており，壁面モデル

壁面上での速度や密度，温度を陽に定義する事無く計算

へのインプットエラーと壁面モデルそのもののエラーが

を進める事が出来る．

混在した状態での解析となっており，正確な壁面モデル
の評価は行えていない点にも言及しておく．

2.1. Governing equations and numerical methods
LES および非平衡壁面モデル計算の支配方程式に
は spatially-ﬁltered および ensemble-averaged 圧縮性

2.3. Inner-layer wall model: turbulence model and
simpliﬁed formulation
RANS方程式を用いた非平衡壁面モデル計算に用いる乱
流渦粘性は，mixing-length 渦粘性モデルに van Driest
ダンピングを用いて評価する．

Navier-Stokes 方程式を用いる．空間離散化は保存形で， µt = κ mod ρy τ w D, D = 1 − exp( − y + /A + ) 2 , (1)
ρ
6 次精度コンパクト差分法を用いている．エイリアシン
+
グエラー等を許容するため，8 次精度の low-pass フィル ここで y = ρ wall yu τ /µ wall は壁からの距離の viscous
ターを用いる（α f = 0 .495）．
壁面モデルを用いる本 LES は外層スケールを直接格
子で解像し，内層域下部や粘性底層は格子で解像しない
ため，高レイノルズ数の壁面モデル LES では，壁から

ユニットで，A + = 17 ．κ mod は，本研究で提案するよ

うにダイナミックに決定するか ( 決定の仕方は以下の章
で示す) ，通常の von K á r m á n 定数と同じ κ = 0 .41 を
用いる．乱流プラントル数も同様に，ダイナミックに決

1 点目の格子点位置が y 1+ ≥ 100 ( 本研究では y 1+ ≈ 120)

定するか定数として P r t = 0 .9 を用いる．

から，壁面モデル LES は通常の LES と比べ格子点数が

モデルの計算には，非平衡剥離流れを対象とするため対

となる．壁面近傍でこのような荒い格子を用いること

3-4 桁程度少ないことに加えて，2 桁程度大きい時間刻
み幅が取ることができるというメリットがある．時間
積分法として，LES の計算では 4 階 4 次精度の Runge-

Kutta 法を，壁面モデル計算には壁面近傍での CFL 条
件を緩和するため 2 次精度陰解法に内部反復法を組み
合わせたものを用い，双方で時間積分幅は同じにした

(∆ t = 0 .001δr /c s, ∞ ，ここで cs, ∞ は一様流音速，δr は
流入境界での 99%境界層厚さで) ．

壁面での摩擦や熱流束を LES へ受け渡すための壁面
流項や圧力項の非平衡効果が入った full-RANS 方程式
を内層域のみで計算する．壁面境界条件は滑り無し断熱
壁条件で，y = y m における壁面モデル計算領域の上境
界条件には，時々刻々と変化する LES で得られる瞬間
の物理量が用いられる．

3. Error in the wall model
本章では，
full-RANS方程式を用いた非平衡壁面モデル
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における壁面摩擦や壁面熱流束の見積もりエラー要因

κ mod の値を壁面モデル計算領域内壁面垂直方向で変化

を特定し，新しい LES におけるダイナミック非平衡壁

させる．

面モデルを提案する．ここで用いる full-RANS 方程式

まず一般に知られているように，log-layer における

を解く壁面モデルは，平衡境界層方程式とは異なり，対

支配的な乱流スケール L は壁面からの距離 y に比例す

流項や圧力項の効果が入っており非平衡な剥離境界層

る，すなわち L = C y( ここで C は内層域の物理で決

流れにおいても良い予測をすると期待できる．過去にこ

まる定数) ．また代表的な壁面平行方向の格子幅 ∆ と

の非平衡壁面モデルに関して，いくつか研究成果が報告

乱流スケール L の比を取ると，L / ∆ = C y/ ∆ とな

されているが，制御理論を用いること無しに付着乱流境

る．ここで代表的格子幅は ∆

界層においても壁面摩擦の正確な予測には至っていな

され，∆ は格子がサポートできる最も小さなスケール

い．ここでのキーは壁面モデルとしての full-RANS 方

と考えることが出来る．すなわち L / ∆ がある値 α ( ス

程式を閉じるために，式 1 中の κ mod と乱流プラントル

ケール L に対し格子が何点あるかを表す定数) よりも

数 P r t を如何に定義するかである．

= max(∆ x, ∆ z ) と定義

小さければ，格子で解像できているせん断応力 − ρu v

RANS 方程式を解く非平衡壁面モデルの初期的な試

は無視できるほど小さく，通常の RANS 解析で用いら

みは，κ mod に通常の RANS 解析で用いるカルマン定数

れる κ mod = 0 .41，P r t = 0 .9 を用いるべきで，逆に

κ mod = κ = 0 .41 を用いていた ( 乱流プラントル数には

L /∆

P r t ≈ 0.9)[8]．この通常の RANS 解析で用いるカルマ

力が存在するため応力バランスを考え，モデル化による

ン定数を用いる手法は一見とても自然であるが，”log-

応力 (κ mod ) を位置 y m のマッチングの値 κ に向けて小

layer mismatch” が発生し，壁面摩擦を大きく予想して

さくしていくべきである．本研究では線形的なダンピ

しまう．続いて Wang & Moin[ 9] はダイナミックに κ mod

ング関数 K を用いて κ mod と P r t を以下のように定義

を小さくする方法を提案した．ここで基本となるアイ

する．

> α ならば，格子で解像している Reynolds 応

ディアは，LES のデータを壁面モデルに受け渡す位置

κ mod

y m において，LES と壁面モデル計算で全せん断応力

P r t = 0 .9K + P r t (1 − K ) ,
(3)
α
y top − y
, 1 , y crit =
∆ = α∆ .
y top − y crit
C

− ρu v + ( µ + µt )∂u/∂y を一致させるというものであ
る．この条件は，位置 y m で LES と壁面モデル計算の

K = min

=

0 .41K + κ(1 − K ) ,

(2)

乱流渦粘性を一致させることに等しくなる，すなわち

式 4 からも明らかなように K は流れ場依存の関数では

y m で µt, LES = µt, wm ．Wang & Moin[ 9] はこの条件を

なく，事前に決定することが出来る壁からの距離 y と

基に，各タイムステップでダイナミックに κ mod を求め

パラメータ α = α/C

た．しかし，本研究で以下に示すように彼らのモデルは

ることの困難さは皆無である．またここで α は物理か

高レイノルズ数流れでは有効に作用しない．そこで本

ら決まる定数 C と壁面モデルで用いる計算スキームで

研究ではより物理をモデルに取り込むことで，新しい

決まる定数 α の関数である．本論文中では紙面の関係

LES のダイナミック壁面モデルを提案する．

上 α = 0 .48 の結果のみを示すが，Ref. [6] に示すよ

のみの関数であるので，導入す

うに，計算結果のパラメータ α 依存性は少ない．また

4. Proposed improvement in the wall-model
ここで構築するダイナミック非平衡壁面モデルのキー

α = 0 .48 は，Pope が示しているように C ≈ 2.5 とす
ると，α ≈ 1.2 となり妥当な値となる．

は，壁面モデル内において，格子で解像している乱流ス
ケールと解像できていないスケールが壁面垂直方向に
変化しており，その応力バランスを近似的にモデルに取
り込むことである．先に述べた Wang & Moin[ 9] が提

5. Results
ここでは本研究で提案するfull-RANS方程式を解くダイ

ナミック非平衡壁面モデル (VDYN, 式 2, 3) を，壁面垂直
案するマッチングのアイディアは，理にかなっており， 方向に係数が変化しない Wang & Moin の full-RANS ダ
本提案手法でも位置 y m において全せん断応力を近似的 イナミック非平衡壁面モデル (CDYN, κ mod = κ ，P r t =

に一致させる，すなわち µt ,LES = µt, wm の条件を課す

ことで位置 y m における κ mod をダイナミックに決定す
る．ここでマッチング条件に合う κ mod と P r t を κ およ
び P r t と定義すると，Wang & Moin[ 9] はマッチングで
求めた κ を境界層内層域内全てで用いたが，本研究で
提案する壁面モデルでは，格子で解像しているものと
していないものの応力バランスへの寄与分を考慮して，

P r t ) ，従来の RANS としての定数を用いた full-RANS
非平衡壁面モデル (CNST, κ mod = 0 .41，P r t = 0 .9) と
比較する．本章で比較する 3 つの壁面モデルは：

1. CNST: 固定定数 (κ mod =0.41 and P r t =0.9)[ 8],
2. CDYN: ダイナミック非平衡壁面モデル, 垂直方向に
係数変化無し (κ mod = κ and P r t = P r t ,RANS )[9],
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Figure 2: Mean turbulent eddy viscosity in the innerlayer wall-model with four different wall-models. Lines
as in Fig. 1.
各壁面モデルを用いた LES の平均速度分布を図 1 に
示す．本研究で提案している VDYN 壁面モデルの結果
は，”log-layer mismatch” もなく y + < 3000 で log-law
と非常に良い一致を示す．一方，CNST 壁面モデル [8]

3. VDYN: ダイナミック非平衡壁面モデル, 垂直方向
に係数変化有り ( 式 2，3).
まず初めに，Souverein 等 [10] による，圧力勾配の無
い高レイノルズ数超音速付着 ( 平衡) 乱流境界層，レイ
ノルズ数 Re δ = 6 .1 × 105 (Re θ = 5 × 104 ), 一様流マッ
ハ数 M ∞ = 1 .69，に対して数値実験を行い，実験デー
タや理論 (log-law) との比較を行う事で，本ダイナミッ
ク非平衡壁面モデルの妥当性を検証する．その後，同じ

Souverein 等による実験で衝撃波を乱流境界層と干渉さ
せた，非平衡剥離流れに適用し，本モデルの非平衡境界
層に対する有効性について議論する．

5.1. Equilibrium turbulent boundary layer

は log-law の切片を低く見積もっており，結果として壁
面摩擦を高く予想してしまっている．CDYN[ 9] はここ
で対象としている非常に高レイノルズ数な流れでは境界
層内層域全域で κ mod を 1/50 にも減らしてしまい，結
果，切片が約 55 となり，壁面摩擦係数も非常に低く予
測してしまう (VDYN の約 1/6) ．
壁面モデル内の乱流渦粘性分布 ( 図 2) を見ると更に
この事実は明らかで，CDYN[ 9] は内層域全域に渡って
過剰に乱流渦粘性をダンプしており (µt /µ

3) ，結果

壁面モデル内の流れが層流化され，壁面摩擦を非常に低
く予測してしまっていることが分かる．一方，提案して
いる VDYN はオリジナルの RANS 渦粘性 (κ mod =0.41)
を設計通り y = α ∆ まで維持し，その後格子で解像し
ている寄与分を近似的に考慮し，y = y m のマッチング

一つ目のテストケースは従来の LES で解析不可能な高

コンディションに向けて µt, wm を減らしている．これら

レイノルズ数 Re δ = 6 .1 × 105 流れである．流入の乱流

の結果より，RANS 方程式を解く非平衡壁面モデルで

境界条件は rescaling-reintroducing 法を用いる．用いた

は壁面垂直方向に格子で解像している応力成分と解像

格子解像度は総格子点数が約 280 万点で，流れ方向に

していない成分の寄与分の変化を物理モデルとして考

∆ x = ∆ z ≈ 0.042δ，壁面垂直方向には 0 ≤ y ≤ y m で

慮する必要があることが分かる．またページ数制限の

は ∆ y ≈ 0.01δ，y m ≤ y ≤ 1.4δr ではスムーズに格子を

ためここでは示さないが，提案しているダイナミック

ストレッチさせ，1.4 ≤ y ≤ 3δr では ∆ y ≈ 0.025δ とし

VDYN 壁面モデルは壁面摩擦やレイノルズ応力も正確

た．この格子解像度は Kawai & Larsson[ 7] による詳細な

に予測できていることに言及しておく ( 詳細は Ref.[6]) ．

格子解像度による影響を考察した研究において，統計量

以上より，RANS 方程式を内層域内で解く非平衡壁

が格子収束を示した格子解像度である．またこれらの格

面モデルで，壁面垂直方向に格子で解像している応力成

子解像度を wall ユニットで表すと，∆ x + = ∆ z + ≈ 440， 分と解像していない成分の寄与分変化の物理をきちん

∆ y + ≈ 110 − 275，y m+ ≈ 590 となり，通常の LES と

とモデル化してあげることで壁面モデルそのもののエ

従って，本壁面モデルを用いた LES は通常の LES と比

ルを用いた LES では，通常の DES や LES/RANS ハイ

べ，トータルとして 5-6 桁程度（格子点数が 3 桁程度少

ブリッド手法で見られる非物理的な大スケールの渦 [2]

なく，時間刻み幅が 2 桁程度大きい）も計算コストが少

が発生せず，壁面付近でのレイノルズ応力が良く予測さ

ない計算である事を強調しておく．以下で示す統計量は

れていることからも分かるように，より物理的な乱流構

比べ各方向 20 倍以上荒い格子を用いていることになる． ラーを排除できることを明らかにした．更に本壁面モデ

Re δ = 6 .1 × 10 となる位置 x ≈ 12δr のデータである． 造を示すことも分かっている [6]．
5
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Figure 4: Instantaneous close-up view of the mixing
layer with consecutive vortex shedding in the separeted
region. Vorticity magnitude contours (colored) and
shock structures (black) at side-plane.

Figure3: LES with VDYNwall-model (α = 0 .48) of
shock/turbulent boundary layer interaction at M ∞ =
1.69 and Re δ = 6 .1 × 105. Instantaneous streamwise velocity contours at wall-parallel plane at y = y m
(y m+ ≈ 590) and temperature contours at side-plane.

2

5.2. Non-equilibrium separated ﬂow

y/δ 0

y/δ 0

2

1

0

-3

-2

非平衡剥離流れの検証問題は，詳細な速度場や乱流等
計量データの計測が行われた Souverein 等 [10] による衝

Re δ 0 = 6 .1 × 105 (Re θ = 5 × 104 ) ．加えて本ケースで
は境界層と干渉する斜め衝撃波が存在し，その偏向角
は β = 6 .0 である．またここでは，6 次精度コンパクト
差分法を用いて衝撃波をロバストに捕らえるため LAD
法 [12] を用いている．計算格子は，衝撃波と乱流境界
層が干渉する付近 x c を中心に − 2δ0 ，3δ0 の領域で流れ
方向に格子を ∆ x ≈ 0.017δ0 へとスムーズにストレッチ
させ，その他の領域では前節と同じ ∆ x ≈ 0.042δ0 とし
た．またスパン方向と壁面垂直方向の格子解像度は前節
と同じである．ここで δo は衝撃波干渉上流の境界層厚
さである．
図 3 は非平衡壁面モデル (VDYN) を用いた LES で得
られた瞬間の流れ場 (y m+ ≈ 590 における壁面平行面に

おける流れ方向の速度，およびサイド面に温度分布) で

ある．付着乱流境界層が斜め衝撃波と干渉し，その背後
で剥離 ( 青色の領域) ，再付着する様子が壁面モデルを
用いた LES で再現できている．また図 4 は剥離領域に
おける瞬間の渦度分布 ( カラー) および衝撃波 ( 黒) を示
したものである．本計算では，衝撃波干渉による剥離せ
ん断層から連続した渦放出が見られ，その剥離渦放出や
乱流境界層中の渦移流によって入射・反射衝撃波および

1

1

0

0

-3

-2

-3

-2

-1

0

1

-1

0

1

(x − x s )/δ 0

2

y/δ 0

ズ数は前節までの付着乱流境界層と同様で M ∞ = 1 .69,
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撃波ー乱流境界層干渉問題である．マッハ数，レイノル
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(a) LES with VDYN
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Figure 5: Comparisons of mean streamwise velocity (top) and streamwise velocity ﬂuctuation (bottom) distributions between LES with VDYN wallmodel and experiment[10]. x s is the inviscid shock
impingement point. 20 equally spaced contours: 0 .0 ≤
U/U ∞ ≤ 0.99, 0 ≤ u /U ∞ ≤ 0.18.
データと本非平衡壁面モデルを用いた LES は全体的に
非常に良い一致を示す．本 LES は時間平均を取った剥
離せん断層の速度プロファイル及び，衝撃波干渉による
剥離せん断層から連続した渦放出に起因する，剥離せん
断層に沿っての速度変動を定量的に良く予測している．

(x − x s )/δ 0 = − 1 において実験と本 LES は衝撃波付近
で不一致をしめしているが，これは衝撃波付近における

PIV 誤差 ( 実験では衝撃波がより鈍って，かつ衝撃波に
沿って u が大きく見積もられている) である可能性が
大きいと考えられる．

剥離衝撃波が非定常に変動する．これらの剥離せん断層
からの渦放出は，実験で観察されたもの ( 論文 [10] 中の

Fig. 12) と定性的に一致する．

6. Conclusions
本研究では壁面摩擦を直接モデル化する手法を用いて，

衝撃波干渉前の上流側の付着乱流境界層は本壁面モ

高レイノルズ数乱流境界層を正確に予測するシンプル

デルによる LES で精度良く予測できることは前節で

かつ物理ベースな考察に基づくダイナミック非平衡壁面

示したので，ここでは衝撃波干渉による剥離・再付着

モデルを提案した．本非平衡壁面モデルのキーとなるア

領域における本研究で提案している非平衡壁面モデル

イディアは，壁面モデル内において格子で解像している

(VDYN) を用いた LES と実験との比較を図 5 及び 6 に

乱流スケールと解像できていないスケールが壁面垂直

示す．剥離領域の平均速度や速度変動量に関して，実験

方向に変化しており，log-layer における乱流の長さス
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Numerical analysis of wall jet using anisotropic turbulence model
by
Keiichi Ishiko, Atsushi Hashimoto, Yuichi Matsuo and Akira Yoshizawa
ABSTRACT
Anisotropic algebraic constitutive relations for the Reynolds stress tensor are integrated in the CFD solver developed in JAXA called FaST
Aerodynamic Routines (FaSTAR). Using these relations with Spalart-Almaras (SA) turbulence model, we calculate the computations of
three-dimensional free-jet and wall-jet for validations and verifications. For free-jet, the computed results predict well the velocity decay
and the velocity half-width obtained by experiments except for those obtained by using conventional SA turbulence model. And the
secondary flow obtained in the flowfield of three-dimensional wall-jet can be predicted and the obtained ratio of velocity half-width is
improved by taking into account the anisotropy.
１．はじめに
利用人口の多い空港では，運航密度すなわち離発着機の
時間間隔が問題になるが，これまでは翼端渦の滞留や人的
要因が主たる要因であった．しかし，図１に示す羽田空港
のように滑走路が交差しているところでは，一方の滑走路
からの離陸機から発せられるエンジン排気に向かって，他
方の滑走路に進入する着陸機が横から突入する形となり危
険である．このエンジン排気はジェットブラストと呼ばれ，
近年の航空機利用人口の増加による運航密度の増加に伴い，
徐々に注目されている．ジェットブラストに関する羽田空
港と同様の問題は，米国の J. F. ケネディ空港でも存在する
1)
．今後更なる運航の過密化を考えると，航空機背後のジ
ェットブラストの振る舞いを，数百 m 遠方まで把握してお
くことが要求される．

Transport (SST)乱流モデル 7)といった既存の乱流モデルを用
いた場合，ジェットブラストの予測精度は必ずしも十分で
はないため，更なる予測精度向上に向けた改良が求められ
ている．
ジェットブラストは三次元壁面噴流として扱うことがで
きるが，三次元壁面噴流の流れ場には壁の影響で強い非等
方性が存在するため，ジェット軸断面内の速度分布が壁に
沿って横に広がり，図 2 に示すように扁平な形になること
が知られている 8)．等方的な乱流モデルではそのような特
徴的な流れ場を再現できない．三次元壁面噴流の壁に沿っ
て横に広がる特徴的な流れを再現するために，Craft ら 9)や
小尾ら 10)はレイノルズ応力モデルを用いて数値計算を行っ
た．しかし，ジェットブラストの問題では，遠方場を対象
にしており，広い解析領域が必要となる．よって，レイノ
ルズ応力モデルのように高次のモデルは効率が良くない．
一方，Berch らは，渦粘性近似に非線形項を加えレイノル
ズ応力の非等方性を考慮した SA 乱流モデルを提案した
11),12)
．このモデルは完全ではないものの，三次元壁面噴流
の予測が可能であり，一方程式モデルであるため計算コス
トも削減できる．よって，実用面も考慮したジェットブラ
ストの予測精度向上に向けて，まずは Berch らの乱流モデ
ルを導入し，更に改良を加えることが考えられる．

図１．羽田空港の滑走路．
(http://ja.wikipedia.org/wiki/東京国際空港)
実機によるジェットブラストの計測は，非常に大掛かり
でコストがかかる上に，風の影響など不確定要素が多く，
頻繁に行うことができないため，ジェットブラストの問題
については CFD を活用することが有効である．そこで本研
究では，CFD によりジェットブラスト流のモデリングを行
うことを目的とする．
JAXA ではこれまでに，国土交通省の協力依頼を受けて
ジェットブラストの数値解析を行い，風の影響について調
査を行ってきた 2)-5)．しかし，航空分野で広く用いられて
い る Spalart-Allmaras (SA) 乱 流 モ デ ル 6) や Shear Stress

図２．ジェット断面内速度分布の概略図．
本稿では，Berch らの非等方性を考慮した SA 乱流モデル
を JAXA で開発した非構造格子用高速流体ソルバ FaST
Aerodynamic Routines (FaSTAR)13) に組み込み，その検証を
行う．検証問題として，三次元自由噴流の計算および三次
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元壁面噴流の計算を行い，理論や実験との比較により，非
等方性を考慮したことによる影響について調べ報告する．
２．Spalart-Allmaras 乱流モデルの非等方化
Spalart-Allmaras (SA)乱流モデル 6) は一方程式モデルの一
つで，流体の支配方程式に加え，以下の乱流粘性係数に対
するソース項付移流拡散方程式を解く．

~
2
∂ρν~ ∂ρν u j
 ν~ 
+
= ρC b1 Sˆν~ − ρC w1 f w  
∂t
∂x j
d 
∂
+
∂x j

~
ρ
 (ν + ν~ ) ∂ν
σ
∂x j


 ρ ∂ν~ ∂ν~
+
 σ ∂x j ∂x j


(1)
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式(6)に含まれる係数には， C rot = 1 を用いる．この修正を
行った SA 乱流モデルは，FaSTAR に標準的に組み込まれ
ている．以降，このモデルを SA-R 乱流モデルと表記する．
非等方性の考慮
従来の SA 乱流モデルでは，レイノルズ応力を渦粘性近
似で等方的に評価していた．本研究では，壁面噴流特有の
強い非等方性を考慮するため，Berch らに従いレイノルズ
応力の構成方程式を，渦粘性近似に非線形項を加えて評価
する 11),12)．
− ρ ui ' u j ' +

2δ ij


2
S kk 
ρkδ ij = ρν t  2S ij −
3
3


2

δ ij  ν t 

 
+ ρC1φ1  ni n j −
3  d 


2δ ij

S kk 
+ ρC 2φ 2ν t  2 S ij −
3



ただし，今回遷移項は取り扱わないものとする．ここで，
ρ は密度， u j は流速， d は壁からの距離， ν は動粘度，
ν~ は外部領域で乱流粘性係数に漸近する乱流変数で， µ は
t

ν~ を用いて以下のように与えられる．
µt = ρν t = ρν~f v1

− ni nm Pjm − n j nm Pim +

(2)

+ 8 ρC3φ3ν t

ここで，
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， N12 = 

 ∂xk 

(6)

2

(10)

である．モデル係数は，それぞれ
C1 = 3.0 ， C 2 = 7.0 ， C3 = −0.5

ように，式(4)の Ŝ について以下で置き換える 14)．

ν~
Sˆ = Ω + C rot min (0, S − Ω ) + 2 2 f v 2 ， S = 2 S ij S ij ，
κ d

(9)

ただし，

である．また， κ = 0.41 はカルマン定数である．本計算で
は，渦度が歪み速度を上回った時に乱流生成が抑制される






(8)

ここで， L は長さスケールであり，以下のように評価され
る．
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で与えられ，モデル係数は，
C b1 = 0.1355 ， σ =

S ik Ω kj + S jk Ω ki
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こ こ で ， ni = d i / d は 壁 に 垂 直 な 単 位 ベ ク ト ル ，

f v 2 ， Ω = 2Ω ij Ω ij ，

 ν~

g = r + C w2 r 6 − r ， r = min
,10  ，
2 2
ˆ
 Sκ d

Ω ij =

3

は，修正関数で，以下の式で与えられる．

 1+ C 6 
χ
， f w = g  6 w36 
1 + χf v1
 g + C w3 

(

2δ ij

Pij = S ij + Ω ij は速度勾配テンソルである． φ1 , φ 2 および φ3

である．その他の変数は，
Sˆ = Ω +

(7)

(11)

で与えられている．式(7)の第二項は，レイノルズ応力の対
角項にのみ寄与し，乱流運動エネルギーを等方的に分配す
るのではなく，壁に垂直な方向の乱れを減らして壁に平行
な方向への乱れを増やすように，非等方的に再分配する．
第三項は，レイノルズ応力の非対角項のうち，壁面摩擦に
寄与する項である．第四項は，二次の非線形項のうち，二
次流れを誘起する働きをする．式(8)の修正関数により，第
二項及び第三項は，壁近傍でのみ有効となるが，第四項は，
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モデル係数が壁近傍で C3 → 0.3 ，壁から離れたところで
C3 → −0.5 に漸近するように設計されている．
また，生成項に含まれる Ŝ は渦度の大きさ Ω の関数とな
っているが，上記の非等方性に関する修正により， Ω を以
下に示す Ω̂ で置き換える．
ˆ = Ω 2 S ij Rij
Ω
S2

(12)

ここで，

δ ij

Rij = S ij + C 2φ 2  S ij −
S kk 
3


−
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nk nm Pkm 
2
2
3


(13)

である．また，輸送方程式(1)にも以下に示す拡散項が付加
される．
A1 =

∂
∂xk


ρ ~ ∂ν~
∂ν~
− nm nk
C 2φ ν 
σ  ∂xk
∂xm







(14)

噴流に対する修正
本計算では，自由噴流に対する修正項として，輸送方程
式(1)に次の二つの項を付加する 10),11)．

 ∂ 2ν~
1/ 2
A2 = Cε φ s ρν~
+ N 2  ， A3 = C sφ s ρν~ (N 2 Ω )
x
x
∂
∂

 k k
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４．三次元自由噴流
非等方性 SA 乱流モデルの検証として，三次元自由噴流
の計算を行う．ここでは，自由噴流用に行った修正の効果
を確認するとともに，非等方性を考慮したことで予測精度
に影響を及ぼさないかどうかを確認する．
計算領域の概略を図 3 に示す．ジェットノズル出口直径
D に対し，一辺が 1000 D の立方体を計算領域とする．ジ
ェットノズル出口は x = 0 の面に接しているものとし，
y = 0 および z = 0 をノズル中心軸とする．格子は x 軸まわ
りに 90 度毎の回転対称になるように作成し，全体の格子
点数は 1839 万点である．ジェットノズル出口の周りには，
0.6 D の縁部を模擬している．ただし，縁部には滑り壁を
仮定することで，全領域において壁に垂直な単位ベクトル
が存在しなくなるよう簡略化した．ノズル出口マッハ数は
M = 1.0 とし，適正膨張であると仮定する．ノズル出口に
おける静温は名古屋大学で行われた実験を参考にし，
T = 249.71 K とする．また，レイノルズ数は単位長さあた
り Re = 5.4 × 107 とする．噴流の速度分布は，ノズル中心か
ら半径方向の距離を r ，ノズル出口速度の最大値を U 0 と
おき次式で与え，円管内の境界層分布を再現する 21)．
u (r ) =

U0
2


 25  R r  
1 + tanh   −  

 4  r R  

(17)

ここで，ノズル半径 R = D / 2 である．また，温度境界層は，
Crocco-Busemann の式により与える．

(15)

ここで，

6 if

Cε = 
0 if


C s = 0.2


 ∂ 2ν~


2
 ∂x ∂x + N 2  < 0
 ∂N1 
2

 k k

 ，
，
N
=
2
 ∂x 

 ∂ 2ν~
 k 


 ∂x ∂x + N 2  > 0

 k k

(16)

である．式(15)で与えられる修正項は，壁面噴流ではオリ
ジナルの SA 乱流モデルに比べ，壁面近傍での予測精度が
良くないため，壁に近付くに従い寄与が小さくなるよう，
式(8)の修正関数 φ s を乗じている．
３．計算手法
本研究では，宇宙航空研究開発機構で開発した非構造格
子用高速流体解析ソルバである FaST Aerodynamic Routines
(FaSTAR)13)に非等方性を考慮した SA 乱流モデルを組み込
む．レイノルズ平均圧縮性 Navier-Stokes を支配方程式とし，
セル中心有限体積法により離散化する．流束計算には
SLAU15)を用い，MUSCL により 2 次精度化する．勾配の再
構築には GLSQ16)，流束制限関数には van Leer 型の Hishida
リミッタ 17)を用いる．時間積分として，低速度用の前処理
法 18),19)を適用した LU-SGS 陰解法 19)を局所時間刻みで計算
する．理想気体を仮定しており，比熱比は γ = 1.4 で与えら
れる．

図 3．三次元自由噴流の概略図．
乱流モデルとして，SA-R-Jet-Aniso を用いる．比較のた
め，噴流の修正のみを加えレイノルズ応力には渦粘性近似
を用いた SA-R-Jet による計算を行う．また，SA-R 乱流モ
デルによる計算と，SST 乱流モデルによる計算も行い比較
を行う．更に，名古屋大学で行われた実験結果との比較も
行い，計算結果の妥当性を検討する．ただし，本研究では，
ノズル出口近傍ではなく，遠方場における速度に着目する
ため，ポテンシャル・コアの崩壊位置についての議論は行
わないものとする．乱流モデルの比較について，表 1 にま
とめる．
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表１．乱流モデル比較．
非等方性
噴流用の修正
（式(7)-(14)）
（式(15)-(16)）
SA-R-Jet-Aniso
○
○
SA-R-Jet
×
○
SA-R
×
×
SST
×
図 4 に，最大流速の逆数の分布を示す．噴流の分布が安
定していれば，軸対称的な流れ場なので，ノズル中心線速
度分布と一致する．中心線速度は， x 軸に沿って 1 / x に比
例するので，逆数を取ると直線となる．実験で得られた直
線分布は， U 0 / umax = ( x / D − 8.6) / 6.0 であった．図 4 を見
ると，全ての乱流モデルについて，直線分布が得られた．
また，SA-R の結果は実験からかなり逸脱しているが，SAR-Jet-Aniso および SA-R-Jet の結果は，実験と近い傾きを
示しており，SST 乱流モデルと同等の結果となった．数値
計算結果における実験との直線の傾きの違いは，本計算に
使用した計算格子において，ノズル出口近傍に格子が集め
られているため，ノズル出口から遠方になるほど格子が粗
になっており，数値粘性が増大して速度の減衰が早まった
ものと考えられる．
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SA-R 以外の計算結果は，直線の傾きが若干異なるものの
実験結果と良好な一致を示した．
SA-R-Jet-Aniso では，本計算では壁面が存在しないため，
L → ∞ を仮定している．そのため，式(7)および(8)から，
修正関数 φ1 = φ2 = 0 となり，線形項と二次の非線形項以外
である C1 および C2 の乗じてある項の寄与は，この流れ場
には現れない．よって，SA-R-Jet-Aniso と SA-R-Jet の差は
二次の非線形項の有無だけであり，図 4 および 5 における
両者の結果に明確な差が無いことから，二次の非線形項の
有無は自由噴流の予測精度に影響を与えないことが確認で
きる．よって， SA-R と，SA-R-Jet-Aniso および SA-R-Jet
の違いは噴流用の修正項だけであると考えられる．SA- RJet-Aniso および SA-R-Jet が SST と同程度の自由噴流の再
現性を示したことから，SA 乱流モデルにおける噴流の修
正が有効であることが確認された．
５．三次元壁面噴流
三次元壁面乱流の数値解析を行い，過去の文献による実
験結果 22)や名古屋大の実験で得られた結果と比較すること
で，FaSTAR に組み込んだ非等方性 SA 乱流モデルの検証
を行う．

図 6．三次元壁面噴流の概略図．
図 4．最大流速分布の比較．

計算領域の概略を図 6 に示す．出口直径 D のジェットノ
ズルを，地面から高さ y / D = 1.5 に設置し，ジェット軸方
向とスパン方向に 1000 D ，地面に垂直な方向に 501.5 D の
直方体を計算領域とする．自由噴流の計算と同様に，ジェ
ットノズル出口は x = 0 の面に接しているものとする．地
面の座標を y = 0 ，ノズル中心軸の座標を y = 1.5 D および
z = 0 とする．格子は z = 0 の面で対称になるように作成し，
全体の格子点数は 1218 万点である．ジェットノズル出口
の周りには， 0.6 D の縁部を設けている．縁部には滑り壁
を仮定することで，全領域において壁に垂直な単位ベクト
ルが ni = (0,1,0 ) となるよう簡略化した．ノズル出口マッハ
数は M = 1.0 とし，適正膨張であると仮定する．ノズル出
口における静温は名古屋大学で行われた実験を参考にし，
T = 245.71 K とする．また，レイノルズ数は単位長さあた

図 5．速度半値幅の比較．
図 5 において，速度半値幅の分布を比較する．ここでの
半値幅は， y 方向と z 方向の平均値である．実験で得られ
た分布は， B / D = 0.1081x / D − 1.573 である．図 5 より，

り Re = 5.6 × 107 とする．噴流の速度分布は式(17)で与え，
温度境界層分布は Crocco-Busemann の式で与える．
まず，流れ場について SA-R-Jet-Aniso を用いて得られた
結果を名古屋大学の実験結果と比較し，SA-R に非等方性
を考慮したことによる効果を確認する．図 7 は，
x / D = 300 におけるジェット軸断面内の速度分布であり，
(a)は SA-R の結果，(b)は SA-R-Jet-Aniso の結果である．図
7(a)，(b)ともに， z / D = 0 の対称面を境にして左に CFD の
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結果，右に実験結果を示す．凡例は，有次元で 0 m/sec か
ら 7.5 m/sec の範囲で示している．実験では，横に広がる
扁平な速度分布が得られる．CFD では，図 7 より，SA-R
乱流モデルを用いた場合には再現できなかった扁平な速度
分布を，非等方性を考慮した SA-R-Jet-Aniso 乱流モデルに
より再現することが出来た．図 8 に， x / D = 300 の断面内
での速度ベクトルを図示する．(a)は SA-R を用いた計算結
果，(b)は SA-R-Jet-Aniso を用いた計算結果である．図 8 よ
り SA-R では，速度ベクトルがジェット中心軸から放射状
に向いているのに対して，SA-R-Jet-Aniso では， z 方向に
速度成分が卓越し，二次流れが生じているのが確認でき，
三次元壁面噴流の強い非等方性を再現できたと言える．た
だし，図 7.(b)より，実験結果の方が CFD 結果に比べて，
ジェットが断面内に広く分布しており，CFD が実験を完全
に再現できているわけではない．このジェット断面の大き
さの違いについては，今後の検討課題である．
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方向と同様の傾向が現れた．更に，SA-R-Jet の結果は，
SST よりも速度半値幅を過小に評価している．SST と SAR は同等の結果となった．図 9(c)により，速度半値幅比を
比較すると，SST，SA-R および SA-R-Jet の結果は，ほと
んど 1 に近い値となるのに対し，SA-R-Jet-Aniso では，ど
の位置においても実験との良い一致を示した．結果から，
速度半値幅比の違いは非等方性の有無による差であること
は明らかであり，非等方性を考慮したことによる有効性が，
これらの結果からも示された．ただし，縦横比は実験を再
現したものの，壁に垂直な方向および平行な方向の速度半
値幅の絶対値が異なる．この原因として，噴流用の修正を
加えたことによる影響が考えられる．なぜならば，壁面噴
流では噴流用の修正のない SA-R の方が SST と近い値を示
しており， SA-R に対し噴流用の修正を加えてしまうと，
壁に垂直な方向および平行な方向どちらに対しても修正を
加える前よりも半値幅が下方に予測されてしまうためであ
る．

図 7． x / D = 300 における速度分布の比較．
(a) SA-R，(b)SA-R-Jet-Aniso．

(a) 速度半値幅 B y の分布．

図 8． x / D = 300 における断面内速度ベクトル．
(a) SA-R，(b)SA-R-Jet-Aniso．
ジェット軸垂直断面内の速度分布の縦横比を定量的に評
価するために，図 9 に，SA-R-Jet-Aniso で得られた(a)壁に
垂直な方向の速度半値幅 B y の分布，(b)壁に平行な方向の
速度半値幅 Bz および(c)速度半値幅比 Bz / B y の分布を示す．
自由噴流と同様に，比較のため，SA-R-Jet，SA-R および
SST の結果も示す．また，図中の黒のシンボルは過去の文
献による実験値であり，Maslov らの文献 22)から読み取っ
たものである．図 9(a)より，壁に垂直な方向の速度半値幅
は，SST および SA-R の結果が最も実験に一致した．噴流
用の修正のみ導入した SA-R-Jet の結果は，どの位置にお
いても実験に比べ速度半値幅の値を過小評価しており，噴
流用の補正に加え非等方性も考慮した SA-R-Jet-Aniso では
更に小さい値として見積もられる結果となった．図 9(b)よ
り，壁に平行な方向の半値幅は，実験よりも小さく見積も
られているものの SA-R-Jet-Aniso が最も実験に近い結果と
なった．SA-R-Jet と SA-R を比較すると，噴流用の補正が
入ったことで速度半値幅が更に過小評価され，壁に垂直な

(b) 速度半値幅 Bz の分布．
図 9．最大流速分布の比較．
（実験値 22 ○: Maslov et al., △: Abrahamsson, □:
Fujisawa and Shirai, ×: Newman et al.）
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7)

8)
9)
10)
11)

(c) 速度半値幅比 Bz / B y の分布．

12)

図 9．最大流速分布の比較．(contd.)
（実験値 22 ○: Maslov et al., △: Abrahamsson, □:
Fujisawa and Shirai, ×: Newman et al.）
６．まとめ
本研究では，三次元壁面噴流用の乱流モデル構築を目指
し，JAXA で開発した非構造格子用 FaSTAR に組み込まれ
ている SA 乱流モデルに噴流用の修正を施し，レイノルズ
応力について非等方性を検討した．まず，自由噴流の計算
を行い，SA 乱流モデルに対する噴流用の修正が有効であ
ることを確認した．続いて三次元壁面噴流の数値計算を行
った結果，等方的な乱流モデルでは再現できない壁に平行
な方向へのジェットの拡がりを，レイノルズ応力の非等方
性を考慮することにより再現できることを確認できた．し
かし，ジェット軸垂直断面における速度分布の縦横比を再
現できたものの，その分布のスケールは実験と異なってし
まった．その原因としては噴流用の修正の影響が考えられ，
これについては今後の課題である．これに関連して，現在
は， SST 乱流モデルの非等方化の研究も進めている．
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翼の空力特性に対する Gurney Flap の効果(2)
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高木技術事務所

Effects of Gurney Flaps for Aerodynamic Characteristics of an Airfoil (2)
by
Tomoki Kobayashi, Yoko Takakura, and Michitoshi Takagi
ABSTRACT
Gurney flaps are the high-lift devices with L shape beam used for high speed road vehicles since 1970s. The aim of this research is to
investigate effects of the Gurney flaps for aerodynamic characteristics of NACA4412 airfoil by wind-tunnel experiments. The flaps with
height of 0 to 6% of the chord length are attached at the trailing edge. Under flow condition of Reynolds number 6.5×10⁵, experimental
setup is three-dimensional (3D) or quasi two-dimensional (2D), according to flow-fields without or with side plates. Consequently, the
Gurney flaps made CL and stall angles higher: in 3D cases, the stall angles remarkably increased as the mounted flap was higher, while in
2D cases CL increased far more than in 3D cases at the same attack angle. The reason was explained by introduction of the idea of the
imaginary aspect ratio. The reason was also confirmed by flow visualizations. Each family of polar curves for 2D or 3D measurements
constitutes a curve like an envelope. By use of each “envelope”, when the necessary value of CL is given, combination of an attack angle
and a flap height with the lowest value of CD can be obtained. As concluding remarks, usage of Gurney flaps is most effective to obtain
high value of CL, with small and light wings, or when CD increases within tolerance level.
１．はじめに
自動車においては，形状最適化や翼などの空力装置を装
着することで下方向の揚力であるダウンフォースを増加さ
せ，タイヤと路面の摩擦の目安となる摩擦円を大きくする
ことが出来る．この効果により，カーブを横滑りなく高速
で走行することが可能（走行安定性向上）となるため，競
技用車両において最低旋回速度の向上を図ることができる．
ダウンフォースは航空機の揚力と同様に，翼に高揚力装置
を装着することで更に増加させることが可能である．
本研究で扱う Gurney Flap は，翼下面後端に垂直に取り
付けられた板（Fig.1 参照）であり，コンパクトかつ軽量な
Flap であるので，F1 などの競技用車両の翼の高揚力装置と
して 1970 年代から使用されてきた．Liebeck1) による初期基
礎研究や，Kats2) による車両実用研究により Gurney Flap が
揚 力 係 数 を 増 加 さ せ る こ と が 確 か め ら れ た ． Jang3,4),
Storms4) 等により基礎的な空気力学特性が示されて以来，
タービン翼，ヘリコプター回転翼，振動翼，デルタ翼など
様々な翼への適用研究が行われてきた．他方，競技用車両
では規約の変更に伴い Gurney Flap の使用状況も変遷して
いるが，空気力学の重要性が認識されてきたので空力特性
デ ー タ は 公 表 さ れ て い な い ． 先 に 言 及 し た Jang3,4) や
Storms4) らの研究は，二次元流れにおいて，翼弦長に対す
る Flap 高が 2%，もしくは 3%以下に限定された場合の成果
である．実際に自動車に翼を装着して走行するときには，
翼単体の場合である三次元流れ，もしくは翼端板を装着し
た場合である準二次元流れとなり，また自動車では揚抗比
よりも揚力-重量比のほうが重要となる場合があるため，
Flap 高が翼弦長の 3% 以上となることも強く想定される．
そこで本研究では，より実際の流れに近い三次元流れと
準二次元流れにおいて，Flap 高を従来よりも大きな範囲で
ある 6% まで変化させ，風洞実験により空力特性を調べる．
基 準 翼 と し て NACA4412 を 用 い ， 六 分 力 測 定 に よ り
Gurney Flap の翼の空力特性への効果を明確にし，流れの可
視化により考察を検証する．

２．実験装置および測定条件
2.1 実験装置
本研究で用いる風洞（東海大学工学部航空宇宙工学科所
有の本田工業製回流式大型低速風洞）は吹出し口 1.0m×
1.5m，測定部長さ 2.0m，最大風速 40m/s である．翼に加わ
る各分力は日章電器製のストラット型六分力天秤にて測定
を行う．天秤からのアナログ電圧信号は，A/D コンバータ
（KEYENCE 製 NR-2000）を用いデジタル信号へと変換し，
A/D コンバータ付属の波形保存ソフト WAVE SHOT!2000
により PC に記録する．可視化実験の際にはツクバリカセ
イキ製の煙発生装置を使用する．
2.2 実験模型
実験では基準翼として，翼弦長 500mm，翼幅 900mm，ア
スペクト比が 1.8 の NACA4412 翼型を用いた．この翼形状
を選択した理由は，Jang3,4), Storms4) により Flap 高が翼弦長
の 2% 以下の場合の空力特性が示されており，本研究にお
いて 6%高以下の空力特性のデータとして発展させること
が可能だからである．Flap には翼幅と同じ幅 900mm の L 字
アングルを用い，翼装着面に対し直角に装着する．装着位
置は翼下面の翼後端と L 字アングルの後端が一致する位置
と な る．Flap 高は 翼弦長に対 し 0%（ Flap 無し） ， 1%
（5mm），2%（10mm），3%（15mm），4%（20mm），
5%（25mm），6%（30mm）である．Flap 付近の流れに対
するストラットの影響を軽減するために，Fig.1 のように翼
下面を上方にして翼模型をストラットにより支持する．支
持位置は翼中心線上において前縁より 50mm のメインスト
ラット位置，後縁より 100mm のサブストラット位置である．
2.3 測定条件
本研究における実験風速は空力特性計測実験，可視化実
験共に Re=6.5×10⁵となるよう 19.5 m/s とする．流れ場とし
て，翼単体を設置する三次元流れ場，翼の両側にアクリル
板製の側壁板（1100mm× 1380mm）を設置する準二次元流
れ場（Fig.2）の二通りを扱う．迎角を変化させるために，
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2.3.2
可視化実験
2.3.2 可視化実験
可視化実験は煙法と表面タフト法を用いて行う．可視化
可視化実験は煙法と表面タフト法を用いて行う．可視化
実験で使用する
実験で使用する Flap
Flap は
は 0%，2%，4%，6%の高さであり，
0%，2%，4%，6%の高さであり，
迎角は
迎角は 0°とする．表面タフト法は翼下面のみ行い，タフ
0°とする．表面タフト法は翼下面のみ行い，タフ
トは翼後端
トは翼後端 25mm
25mm の位置から
の位置から 50mm
50mm 間隔で翼後端から
間隔で翼後端から
475mm
の位置まで，翼端
10mm
の位置から
475mm の位置まで，翼端 10mm の位置から 25mm
25mm 間隔で
間隔で
460mm
の位置までのグリッド状の交差点に設置する．
460mm の位置までのグリッド状の交差点に設置する．

Fig.1
Fig.1 Wing
Wing Model
Model Supported
Supported by
by Main
Main and
and Sub
Sub Struts
Struts

Front
Front View
View

Side
Side View
View

Fig.2
Fig.2 Quasi
Quasi Two-Dimensional
Two-Dimensional Flow
Flow Field
Field

翼端と側壁板の間に両端それぞれ
翼端と側壁板の間に両端それぞれ 5mm
5mmの隙間をあける．
の隙間をあける．
2.3.1
空力特性測定実験
2.3.1 空力特性測定実験
空力特性計測実験において，迎角は天秤操作部にて変更，
空力特性計測実験において，迎角は天秤操作部にて変更，
サンプリングは
サンプリングは 10ms
10ms 間隔で
間隔で 1024
1024 点の値の取得を
点の値の取得を 33 回行う．
回行う．
この３回の平均の値を計測値として空力特性を求める．実
この３回の平均の値を計測値として空力特性を求める．実
験では二次元形状翼を使用するため，揚力，抗力，ピッチ
験では二次元形状翼を使用するため，揚力，抗力，ピッチ
ングモーメントの計測を行う．空力特性は，揚力係数
，
ングモーメントの計測を行う．空力特性は，揚力係数 CCLL，
抗力係数
抗力係数 CCDD，計測したモーメントの係数
，計測したモーメントの係数 CCMM（メインスト
（メインスト
ラット位置
= 50mm まわりのモーメント），空力中心
ラット位置 xxMC
MC = 50mm まわりのモーメント），空力中心
xxc/4
まわりのモーメント係数
C MAC，揚抗比
，揚抗比 L/D，翼前縁か
L/D，翼前縁か
c/4 まわりのモーメント係数 CMAC
ら圧力中心までの距離
などにより議論される．これら
ら圧力中心までの距離 xxCP
などにより議論される．これら
CP
諸量は，流体の密度
諸量は，流体の密度 ρ，速度
ρ，速度 U，翼面積（翼幅×翼弦長）A，
U，翼面積（翼幅×翼弦長）A，
翼弦長
翼弦長 c，迎角
c，迎角 ααを用いて次のように表される．
を用いて次のように表される．

CCLL �


LL

(1)
(1)

2
�
U
 AA
U 2 22�

D
D

(2)
(2)

2
�
U 2 22�
Ac
U
 Ac

M
MPP

(3)
(3)

2
�
U
 AA
U 2 22�

CCDD �


CCM �
M 

�

�

x �
C cos � C� sin � �
�
�
 xxCP
CP  xcc 44  CLL cos   CDD sin  
CCMAC �
(4)

(4)
MAC
cc
CCL
LL D
(5)
D�
CL
(5)
CDD
cC
cCMM
xx
�xxMC �
(6)
(6)
CP
CP
MC C
�
cos
CLL cos  �
CCDDsin
sin �
ここに，
ここに，
L：揚力
L：揚力
D：抗力
D：抗力
M
MPP：ピッチングモーメント
：ピッチングモーメント

３．実験結果および考察
３．実験結果および考察
3.1
空力特性測定実験
3.1 空力特性測定実験
Fig.3
Fig.3 に空力特性を示す．まず(a)の
に空力特性を示す．まず(a)の CCLL-αα 曲線においては，
曲線においては，
三次元流れと準二次元流れ双方において
三次元流れと準二次元流れ双方において Flap
Flap 高が高くなる
高が高くなる
程最大揚力係数と失速角が上昇している．これらの条件に
程最大揚力係数と失速角が上昇している．これらの条件に
おける曲線群を比較すると以下のような傾向を示している
おける曲線群を比較すると以下のような傾向を示している
ことがわかる．
ことがわかる．
i)i) 三次元の場合よりも準二次元流れ場の方が，同じ迎角・
三次元の場合よりも準二次元流れ場の方が，同じ迎角・
Flap
Flap高において高い揚力係数を示す．
高において高い揚力係数を示す．
ii)
ii) 同じ
同じ Flap
Flap高さにおいては，三次元流れ場の方が失速角が
高さにおいては，三次元流れ場の方が失速角が
大きくなる．
大きくなる．
このような傾向は，側壁板を設置したことによる翼端渦の
このような傾向は，側壁板を設置したことによる翼端渦の
有無が原因と考えられる．翼端渦とは翼下面の高圧側の流
有無が原因と考えられる．翼端渦とは翼下面の高圧側の流
れが翼上面の低圧側へと翼端より流れが回り込んで発生す
れが翼上面の低圧側へと翼端より流れが回り込んで発生す
る流れであり，側壁板を設置することで発生を防ぐことが
る流れであり，側壁板を設置することで発生を防ぐことが
可能である．翼単体では翼端渦の発生により翼下面と翼上
可能である．翼単体では翼端渦の発生により翼下面と翼上
面の圧力差が小さくなるので，i)
面の圧力差が小さくなるので，i) のように三次元流れでは
のように三次元流れでは
準二次元流れよりも揚力係数が低くなると考えられる．
準二次元流れよりも揚力係数が低くなると考えられる． ii)
ii)
の失速角に関しては，翼単体・Flap
の失速角に関しては，翼単体・Flap 無しの場合では最大揚
無しの場合では最大揚
力係数をとる迎角は
力係数をとる迎角は 10°であり，6%高
10°であり，6%高 Flap
Flap を装着するこ
を装着するこ
とで
19°まで上昇と
2
倍近くまで向上している．対して側
とで 19°まで上昇と 2 倍近くまで向上している．対して側
壁板を設置した場合は
壁板を設置した場合は Flap
Flap 無しの場合は迎角
無しの場合は迎角 8°で最大揚
8°で最大揚
力係数となり，6%高
力係数となり，6%高 Flap
Flap を装着した場合でも
を装着した場合でも 11°までと
11°までと
3°しか向上していない．Flap
3°しか向上していない．Flap 高をあげると三次元流れの
高をあげると三次元流れの
ほうが失速角が増大するのは，翼端渦が発生した際に翼上
ほうが失速角が増大するのは，翼端渦が発生した際に翼上
面上で流れが再付着することが原因と思われる．
面上で流れが再付着することが原因と思われる．
(b)の
(b)の CCDD-α
-α 曲線では
曲線では Flap
Flap 高が大きくなるほど三次元流れ，
高が大きくなるほど三次元流れ，
準二次元流れ共に同じ迎角でも抗力係数が増加する傾向を
準二次元流れ共に同じ迎角でも抗力係数が増加する傾向を
示している．
示している．
(c)は実験時のモーメント中心（x
= 50mm）に関する
(c)は実験時のモーメント中心（xMC
MC = 50mm）に関する
CCMM--αα 曲線である．モーメント係数は準二次元流れの場合の
曲線である．モーメント係数は準二次元流れの場合の
方が，三次元流れと同じ迎角・Flap
方が，三次元流れと同じ迎角・Flap 高であっても負の方向
高であっても負の方向
へ上昇した．これは側壁板により翼端渦の発生が阻止され
へ上昇した．これは側壁板により翼端渦の発生が阻止され
るので翼下面後縁付近で圧力が高いままとなるためであろ
るので翼下面後縁付近で圧力が高いままとなるためであろ
う．また，Flap
う．また，Flap 高が大きくなることでもモーメント係数は
高が大きくなることでもモーメント係数は
負の方向へと増加する傾向がある．式(4)(6)により空力中心
負の方向へと増加する傾向がある．式(4)(6)により空力中心
周りのモーメント係数に換算し(d)に
-α 曲線を示した．
周りのモーメント係数に換算し(d)に CCMAC
MAC-α 曲線を示した．
ある迎角の範囲において
はほぼ一定値をとることが
ある迎角の範囲において CCMAC
はほぼ一定値をとることが
MAC
確認出来る．(d)も(c)同様に
確認出来る．(d)も(c)同様に Flap
Flap 高が高くなることでモー
高が高くなることでモー
メント係数が負の方向へ大きくなる．
メント係数が負の方向へ大きくなる．
(e)は
(e)は Flap
Flap 高が翼弦長に対し
高が翼弦長に対し 1%高くなった際の最大揚力
1%高くなった際の最大揚力
係数の増加の割合を示したものである．Flap
係数の増加の割合を示したものである．Flap 高が
高が 3%未満
3%未満
の場合では最大揚力係数の上昇率が
1.1
以上となるが，3%
の場合では最大揚力係数の上昇率が 1.1 以上となるが，3%
より高くなると
より高くなると 1.1
1.1 以下となりほぼ一定の上昇率を示して
以下となりほぼ一定の上昇率を示して
いることが確認できる．
いることが確認できる．
(f)の揚抗極線に注目すると，三次元，準二次元それぞれ
(f)の揚抗極線に注目すると，三次元，準二次元それぞれ
の場合の曲線群は外側の点を結ぶことで包絡線状の曲線を
の場合の曲線群は外側の点を結ぶことで包絡線状の曲線を
構築する．Fig.4
構築する．Fig.4 は包絡線上の点のみを示したものであり，
は包絡線上の点のみを示したものであり，
グラフ内でアルファベットの小文字が添えられている点が
グラフ内でアルファベットの小文字が添えられている点が
三次元の場合の曲線，大文字が添えられている点が準二次
三次元の場合の曲線，大文字が添えられている点が準二次
元の場合の曲線である．この包絡線上の点を選択すること
元の場合の曲線である．この包絡線上の点を選択すること
により，必要な揚力係数値が与えられたとき，抗力係数が
により，必要な揚力係数値が与えられたとき，抗力係数が
最小となる迎角・Flap
最小となる迎角・Flap高を容易に選択することが可能とな
高を容易に選択することが可能とな
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Fig.5 xPC and Imaginary Aspect Ratio ARi

Fig.4 Points on 2D and 3D Envelopes
Table.1 Flap Heights and Attack Angle for Points on Envelopes
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る．Table.1 は Fig.4 のグラフ上のアルファベットに対応す
る迎角と Flap 高を示したものである．
Flap を装着した際の揚抗比を(g)の L/D-α にて比較すると，
最大揚抗比は翼端板の有無にかかわらず Flap が高くなるほ
ど減少している．0%高と 6%高を比較すると，三次元，準
二次元ともに約 0.5 倍に減少している．また，準二次元の
方が三次元の場合よりも最大揚抗比が高くなっている．こ

れは(a)の CL-α 曲線が示すように，側壁板により翼端渦の発
生が抑制され，揚力係数が三次元の場合よりも大きくなる
ためと考えられる．
Fig.4(h)は，三次元，準二次元の場合共に Flap 高が高く
なるほど前縁からの最短圧力中心距離が後退していること
を示している．Fig.5 は Flap 高に対して左軸が前縁からの
最短圧力中心距離 xPC を示したものである．ここで各条件
における仮想的な翼弦長 ci を導入する．比 xPC/ci は一定で
あるとすれば，翼単体・Flap 無しの場合の比と等置して ci
を求め，それから翼幅を w として仮想アスペクト比 ARi =
w/ci を式(7)のように得ることができる．

ARi＝

（

w

）

x PC x PC ’ c

(7)

ここに
xPC′ ： 翼単体・Flap 無しでの最短圧力中心距離
Fig.5 の右軸に仮想アスペクト比をとりグラフに示す．仮
想アスペクト比は Flap が高くなるにつれ減少している．ま
た，三次元，準二次元の流れの場合を比較すると仮想アス
ペクト比は準二次元流れの場合の方が平均して 1.2 倍程高
くなっている．アスペクト比低下が最大揚力係数の減少と
失速角の増加に繋がる 5)ので，Fig.4(a)の CL-α 曲線において
三次元流れでは失速角が顕著に増加するものの最大揚力係
数は準二次元流れよりも低くなることが，仮想アスペクト
比の観点からも裏付けられる．側壁板を設置した準二次元
流れでは三次元流れの場合よりも仮想アスペクト比が高く
なっているので，翼端板やウイングレットなどの装置を装
着することで仮想アスペクト比の降下を抑え高揚力を得る
ことが可能と考えられる．
3.2 可視化実験
Fig.6，Fig.7，Fig.8 は煙発生装置，もしくはタフトを用い
て翼模型周りの流れを可視化した写真である．図は全て左
図が三次元流れの場合，右図は準二次元流れの場合の写真
である．比較の明瞭化のため，0%高と 6%高の Flap を装着
した場合のみを図示する．まず Fig.6 に煙法による翼中央
付近の可視化実験結果を示す．Fig.6(a)の Flap を装着してい
ない場合には三次元流れ，準二次元流れ共に煙の方向の変
化が小さい．
ここで(b)に示されるように Flap を装着すると，流れの方
向の変化が大きくなることが両条件にて確認される．これ
により，Gurney Flap を装着することで流れの方向の変化が
引き起こされ（すなわち翼から流体に力がかかり），その
反作用として流体から翼への力が大きくなるので揚力係数
が増加したことが裏付けられる．しかしながら，空力特性
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3D (Without side plates)

2D (With side plates)

(a) Without flap

(b) 6% Chord Flaps (30mm height)
Fig.6 Smoke Visualization near Wing Center
3D (Without side plates)

2D (With side plates)

(a) Without flaps

(b) 6% Chord Flaps (30mm height)
Fig.7 Smoke Visualization at Wingtip
3D (Without side plates) 2D (With side plates)
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では三次元流れと準二次元流れで差が生じたが，Fig.6 の翼
中央付近における煙法による可視化では二つの条件の流れ
はほぼ同一である．これらの流れ条件下における最も大き
な差異は翼端渦の有無であると考えられるので，Fig.7 に翼
端における流れの可視化写真を示す．左図の三次元流れで
は翼端渦が発生していることが確認され，Flap を取り付け
ることで渦が大きくなることがわかる．対して側壁板を設
置した準二次元流れでは渦は発生せず，後縁通過後は拡散
する流れとなっている．この流れは Flap を装着すると，翼
下面側（写真上方向）にも拡散しているものの，翼上面
（写真下方向）への拡散のほうが顕著であることが確認さ
れる．これは準二次元流れでは Flap を装着することによっ
て翼上下面の圧力差が増加することを示していると考えら
れる．Fig.7 のこれらの可視化を通じて，準二次元流れの場
合の方が三次元流れよりも翼端渦の発生を防ぐことにより
翼への反作用としての揚力が増大すること，三次元流れで
は翼端渦によって翼下面の流れが翼上面へ流入・再付着す
ることで失速角が増加することが裏付けられる．
Fig.8 は表面タフト法にて翼下面の流れを可視化したもの
であり，可視化写真上縁が翼後縁，右縁が翼端となる．三
次元流れの場合，右端のタフトの列を比較すると Gurney
Flap の有無を問わず同じ位置から翼端渦の影響が確認され
下流側中央方向へと広がる．差異は翼後縁付近に顕著に現
れている．Flap 無しの場合では翼端から 110mm までの位置
のタフトがわずかに翼端方向へと向いているのみであるこ
とが(a)より確認出来るが，(b)では翼端から 210mm までの
後端より 25mm の列のタフトが主流れに対して大きな角度
をもって翼端方向に向いている．対して準二次元流れでは，
翼端と側壁板との隙間へと流れる流れは翼端から 10mm 付
近までであり，二次元性がほぼ保たれていることが確認出
来る．また Flap を装着すると最後端の列のタフトが乱れる
ことより，流れの方向がそれよりも前縁側で変化している
ことが(b)より確認出来る．これらの結果からも準二次元流
れでは翼端側への流れる領域が三次元流れよりも小さいの
で揚力係数が増加することと，三次元流れでは Gurney Flap
を装着することで翼端渦が成長するので失速角が増加する
ことが裏付けられる．
４．結論
Gurney Flap を NACA4412 に装着して空力特性を調べ，
流れの可視化による考察の裏付けにより以下の結論が得ら
れた．
(I) Gurney Flap を装着することにより揚力係数，失速角が
上昇する．特に三次元流れでは失速角が，側壁板を設置し
た準二次元流れでは揚力係数が顕著に増加する．

(a) Without flaps

(b) 6% Chord Flaps (30mm height)
Fig.8 Visualization by Surface Tufts

(II) 仮想アスペクト比の概念が導入され，それから(I)の特
性が次のように説明された．仮想アスペクト比は Flap が高
くなるほど減少し，また三次元流れ場のほうが準二次元流
れ場よりも小さいので，Flap が高くなるほど，また二次元
よりも三次元流れのほうが失速角が増加する．
(III) 流れの可視化により(I)の理由が次のように裏づけられ
た．Flap を装着すると，流れ方向の変化が増すため反作用
としての揚力が増大すること，三次元流れでは翼端渦流れ
が発達して再付着が起こり失速角が増大すること，準二次
元流れでは上下翼面圧力差の増大が翼端まで保たれるため
揚力の増加が顕著であることなどによる．
(IV) 三次元流れ，準二次元流れ各条件の揚抗極線群の外側
の点をなぞると包絡線状の曲線が現れる．この包絡線上の
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点を選択することにより，ある揚力係数に対し抗力係数が
最小となる迎角・Flap 高を容易に確認することが可能とな
る．
Gurney Flap は翼端下面に L 字状のアングルを装着するこ
とで効果を発揮するので安価でコンパクトかつ軽量な高揚
力装置である．これより機体重量を減らす為に小型の翼を
用いて揚力係数を得る場合や，エンジンに余力があり空気
抵抗を配慮する必要性が低い場合に最大限の能力を発揮す
ることが期待される．
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1.
1. はじめに
はじめに
現在開発が進められている次世代スーパーコンピュー
タ「京」が今秋から本格的な稼動を開始する。
「京」は
理論ピーク性能で 10 ペタフロップスの演算能力を有
し、様々な分野における数値シミュレーションでのブ
レイクスルーが期待されている。航空宇宙分野におけ
る流体解析においても、風洞模型スケールの LES 解析
の実用化などが期待されているが、表 1 に示すように
実機に対する LES 解析を行うには依然として計算能力
が不十分であり、更なる高性能計算機の開発が必要と
されている。
スーパーコンピュータのランキングである Top5001)
のデータなどから、2018 年頃には「京」の 100 倍の演
算性能を有するエクサ‡ フロップス級計算機が出現する
と予想されており、日本においてもエクサフロップス級
計算機実現に向けた検討 2) が進められている。エクサ
フロップス級計算機を実現するためには様々な技術課
題が存在するが、計算機システムとして見た場合、最も
重要な課題は消費電力の削減と実装密度の向上である。
これらの技術課題を踏まえて、京と同程度の制約 (消費
電力は 20M W から 30M W 、設置面積は 2, 000m2 か
ら 3, 000m2 ) の下で 2018 年頃に実現されるであろうエ
クサフロップス級計算機として 4 つのシステム案が検
討されている。それらのシステムの中には従来のシス
テムバランス (演算性能、メモリ搭載量、メモリ帯域)
とは大きく異なるものも存在する。表 2 に現在想定さ
れている 4 つのシステム案の性能予測を示す。
現在検討されている技術課題や想定されるシステム
の特性の中で、流体解析を行う上で最も大きな影響を
与えると思われるのは、メモリ帯域と演算性能の比で
ある B/F およびメモリ容量である。表 2 の中では「容
量・帯域重視」が流体解析などメモリ帯域が必要となる
∗ 宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所/情報・計算工学センター
† 宇宙航空研究開発機構 情報・計算工学センター
‡ エクサはペタの 1,000 倍

アプリケーション向けのシステム案であるが、他のシ
ステムと比べて演算性能が非常に低い。一方「メモリ
容量削減」も B/F が 0.5 であり現状の「京」と同程度
であるが、メモリ搭載量が非常に少なく、メモリを比較
的必要としない非定常解析を前提としても 1EFLOPS
に対して最低限 0.005[EByte] は必要§ な事を考えると
流体解析には不適切と思われる。
これまで、流体解析プログラムは高いメモリバンド
幅を要求するプログラムであり、高いメモリバンド幅
を有するベクトル計算機との相性が良いと言われてき
た。しかしながら、科学技術計算の分野においても専
用計算機的なベクトル計算機から汎用計算機的なスカ
ラー並列計算機へと計算機アーキテクチャの移行が行
われ、しかも急激に増加する演算性能に比して、メモ
リ性能の伸びが追いつかず、B/F は確実に減少する傾
向にある。前述したエクサフロップス級計算機の想定
される 4 つのシステムのうち、
「汎用 (従来型)」は様々
な計算に適用可能な汎用性を指向したもので、次世代
スーパーコンピュータ「京」の延長線上の計算機シス
テム (スカラー並列計算機) であり、一般的なスカラー
計算機の将来像を示しているが、B/F は 0.1 へと減少
し次世代スーパーコンピュータ「京」の 1/5 となってい
る。ちなみに B/F の長期的な減少傾向はスカラー計算
機だけではなく、ベクトル計算機も例外ではなく、従
来 B/F が 4(NEC の SX-8 以前) であったものが最近で
は 2.5(NEC の SX-9) となっている 3) 。
筆者らが開発を行ってきた圧縮性流体解析プログラ
ム UPACS4) はベクトル計算機の時代から開発されて
おり、ベクトル計算機のアーキテクチャを指向した高
いメモリバンド幅に依存したプログラム構造を暗黙の
うちに踏襲している。現在ではベクトル計算機からス
§ 現在筆者らが実施している JAXA 統合スーパーコンピュータシ
ステム (JSS) を用いた非定常解析では 1 プロセス (40GFLOPS) あた
り 20 万点の格子を用いており、その際にメモリ使用量は 200MByte
となるのでそこから外挿して予測した値
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表 1: LES 解析に必要な計算規模の予測
時間刻み幅
計算時間
格子点数
ステップ数
[µ 秒]
[時間]
500 万点
2
20 万
5
10 億点
0.4
100 万
5
2,000 億点
0.08
500 万
5

計算能力
[FLOPS]
8 Tera
10 Peta
10 Exa

表 2: エクサフロップス級計算機のシステム性能予測 2)
総演算性能 総メモリ帯域
総メモリ量
B/F
[EFLOPS]
[EB/s]
[EB]
汎用 (従来型)
0.2～0.4
0.02～0.04
0.1
0.02～0.04
容量・帯域重視
0.05～0.1
0.05～0.1
1
0.05～0.1
演算重視
1～2
0.005～0.01
0.005
0.005～0.01
メモリ容量削減
0.5～1
0.25～0.5
0.5
0.0001～0.0002
カラー計算機への移行が進み、そのためスカラー計算
機向けのチューニングを実施することで、実行性能の
向上を図っているが、今後は更なる B/F の減少が予想
されるため、小手先のチューニングでは限界が見え始
めている。エクサフロップス級計算機においてはさら
なる B/F の低下が示唆されており、低い B/F におい
てもそれなりの実行性能を発揮する流体解析プログラ
ムを開発する必要がある。
ここでは、これまでのプログラミングモデルを一旦
リセットし、低 B/F を前提とした圧縮性流体解析プロ
グラムの実現を目指して、どの様なプログラム構造が
適切かについての検討を試みる。まず、手始めにプロ
グラムのループ構造についての検討を行ったので、そ
の結果について報告する。

2.
2. ループ構造の検討
ループ構造の検討
JAXA が開発している UPACS の主要部分を抜き出
してカーネルプログラムを作成し、これを用いてループ
構造の検討を行った。カーネルプログラムでは、一般曲
線座標系で記述された支配方程式を対象として、右辺対
流項の計算部分 (基本変数を用いた 2 次精度 MUSCL、
van Albada のリミター、数値流速は SHUS) と左辺時
間積分 (1 次精度 Euler 陽解法) を実装している。現時
点では粘性項、陰解法による時間積分、境界条件は考慮
していない。対象となるこれらの計算を行う際のルー
プ構造として
• ループ A：従来のループ
• ループ B：局所性を意識したループ (空間スイープ
の 3 重ループの数をできるだけ減らした)
を実装し、計算速度の違いを調べた。
ループ A は従来のプログラムに良く見られる構造で、
圧縮性流体の離散方程式をプログラムとして実装する
際に、対流項の計算に用いるセル面での物理量の外挿
(MUSCL+リミター)、セル面における対流項の数値流
束の計算、(セル面における粘性流束の計算)、更新ベ
クトル ∆Q の計算、時間積分 (左辺の計算) のように、
それぞれの計算を分割して、それぞれに対して空間の
多重ループで計算を実行する。そのために 1 ステップ
の計算を実行するのに、何度も空間スイープを行うこ
とになる。ループ A を模式的に書くと以下のようにな

る。ここで、dir=1,3 のループは 3 次元のインデックス
方向 (i、j 、k 方向) のループである。

do dir=1,3
do k=1,kmax
do j=1,jmax
do i=1,imax
MUSCL による外挿
enddo
enddo
enddo
do k=1,kmax
do j=1,jmax
do i=1,imax
数値流束の計算
enddo
enddo
enddo
do k=1,kmax
do j=1,jmax
do i=1,imax
更新ベクトルの計算
enddo
enddo
enddo
enddo
do k=1,kmax
do j=1,jmax
do i=1,imax
時間積分
enddo
enddo
enddo
この様にループ A では 3(MUSCL、数値流束、∆Q)
× 3 方向 (i,j,k 方向)+1(時間積分) の計 10 回の空間ス
イープを実行することになる。空間を何度もスイープ
することはそれだけメモリアクセスが増加し、キャッ
シュを有効に活用することができなくなる。そのため、
アルゴリズムの観点からメモリアクセスを減らすこと
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do k=1,kmax
do j=1,jmax
do i=1,imax
時間積分
enddo
enddo
enddo
ループ A、B ともに最外ループである k のループを
対象に OpenMP でスレッド並列化を行った。

3.
3. 数値実験
数値実験
ループ A および B を実装したカーネルプログラムを
幾つかの計算機上で実行し、それぞれの性能測定を実
施した。計算対象は単純な立方体格子であり、格子ブ
ロックサイズ (=ループ長) を変えて測定を行った。性
能測定に用いた計算機環境を表 3 に示す。コンパイル時
の最適化オプションは富士通コンパイラー (JSS)、イン
テルコンパイラー (PC-S)、GNU コンパイラー (PC-S,
PC-N) でそれぞれ、-O5、-fast、-O3 を用いた。
3.1
での測定
3.1 JSS
JSS
での測定
JSS(富士通 FX1、CPU は SPARC64VII) 上でルー
プ A とループ B の比較を行った。計算は 1 プロセス、
4 スレッドである。図 1 にループ A、B それぞれの計算
時間と L2 キャッシュのミス率の傾向を示す。図より、
ループ B は狙い通り L2 キャッシュのミス率が半減し

4 Threads
0.4

0.4
A (Elaps)

B (Elaps)

A (L2 MISS)

B (L2 MISS)

0.35

0.3

0.3

0.2

0.25

0.1

0.2
0

20

40

60

80
100
Block size

120

140

L2 MISS [%]

do k=1,kmax
do j=1,jmax
do i=1,imax
do dir=1,3
MUSCL による外挿
数値流束の計算
更新ベクトルの計算
境界での処理 (MUSCL、数値流束、更新ベクトルの
計算)
enddo
enddo
enddo
enddo

ていることがわかる。しかしながら計算速度としては
ループ A の方がループ B よりも速い結果となった。こ
の原因であるが、ループ B はキャッシュのミス率は改
善されたが、ループの中身が大きくなった分、レジス
ター溢れや、パイプライン処理の最適化など、他の性能
要因の影響によって性能が悪化した可能性がある。コ
ンパイラーの最適化能力と関連するので、引き続き詳
細な検討が必要である。
両方に共通する傾向として、経過時間に細かな振動
が見られるが、これはスレッド数 4 の周期となってお
り、格子ブロックサイズがスレッド数で割りきれる場
合が局所的に経過時間が短く、余りが 3 の場合に局所
的に経過時間が長くなるためである。また、格子ブロッ
クサイズが小さい場合はデータがキャッシュに収まるた
め、演算ネックとなり格子ブロックサイズの増加とと
もに経過時間が増加している。一方、格子ブロックサ
イズが 60 を越える辺りからデータがキャッシュから溢
れるため、メモリバンド幅ネックとなり、格子ブロッ
クサイズが増加しても経過時間は殆ど変化しなくなる
と考えられる。

Elaps time/grid point [µ sec.]

を意図して、空間のスイープを極力減らし、データの
再利用性を心掛けるループ B を考える。ループ B では
空間のスイープは必要最低限な 2 回 (右辺の計算と左
辺の計算) とした。つまり、あるセル (i,j,k) に着目し、
そのセルで必要な右辺の計算を全て行い、それが終わ
ると次のセルに移動する。この様にして 1 つの空間ス
イープで右辺を全て計算する。次に左辺に関して、2 つ
目の空間スイープで計算を済ませることとする。ここ
で注意すべき点として、一般には数値流束の計算はセ
ル面のループで回すが、これをセルのループで回すと
何も考慮しないと 1 つの面での数値流束を 2 回計算す
ることになる。これを避けるためにはフラグを設定し
て計算したかどうかを判別する必要があるが、ここで
は構造格子である利点を活かして、個々のセルでは各
方向でインデックスが増える方向のセル面での数値流
束の計算を実施することとする。そのためインデック
スの始点側境界 (i = 1 or j = 1 or k = 1) での処理が
必要となる。

0
160

図 1: JSS におけるループ性能 (経過時間と L2 ミス率)
図 2 に仮想的にメモりバンド幅を変化させた時の影
響を示す。ここでは 1 つの CPU 内に 1 プロセス× 1 ス
レッド (1P/CPU) で計算を行った場合と、4 プロセス
× 1 スレッド (4P/CPU) で計算を行った場合を比較す
ることで仮想的にメモリバンド幅が変化した場合の計
算性能の変化を調べた。詳細に関しては A を参照のこ
と。1P/CPU は CPU のメモリバンド幅をほぼ占有で
きるが、4P/CPU は 4 プロセスでメモリバンド幅を共
有するため、1P/CPU のケースに比べて 1/4 のメモリ
バンド幅とみなせる。図より、ループ A はメモリバン
ド幅が減少すると 10%程度性能が下がるが、ループ B
は 2%程度しか下がらず、この範囲ではメモリバンド幅
にあまり影響を受けないことがわかる。

3.2
での測定
3.2 インテル系
インテル系CPU
CPU
での測定
インテル系 CPU でも PC-S(Core i7-3960X) を中心
にループ A および B の比較を行った。図 3 に 1 スレッド

This document is provided by JAXA

28

宇宙航空研究開発機構特別資料

JAXA-SP-12-010

表 3: 計測環境
CPU Clock
GFLOPS
[GHz]
2.5
40

Name

CPU

# of Cores

JSS

SPARC64 VII

4

PC-S

Core i7-3960X
Sandy Bridge
Core i7-965
Nehalem

6

3.3

158.4

4

3.2

51.2

PC-N

Memory bandwidth
[GB/s]
40
51.2 (DDR3-1600)
or
42.7 (DDR3-1333)
31.2 (DDR3-1333)

4 Threads
B (1P/CPU)

A (4P/CPU)

B (4P/CPU)

Fujitsu
Intel
or
GNU
GNU

1 Thread

1.2
A (1P/CPU)

Compiler

0.4

0.38

0.36
Elaps time/grid point [µ sec.]

Elaps time/grid point [µ sec.]

1.1

1

0.9

0.34

0.32

0.3

A (1333)
B (1333)
A (1600)
B (1600)

0.28

0.8
0

20

40

60

80
100
Block size

120

140

160

0.26
0

図 2: JSS におけるループ性能 (メモリバンド幅の影響)
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(a) 1 スレッド
6 Threads
0.15
A (1333)
B (1333)
A (1600)

0.14

B (1600)
0.13
Elaps time/grid point [µ sec.]

と 6 スレッドの場合 (どちらも 1 プロセス実行) の測定
結果を示す。横軸は格子ブロックサイズ (=ループ長)、
縦軸は 1 格子点あたりの計算時間 (経過時間) である。
ここで、図中の 1333 および 1600 はメモリクロックの
値を示し、大きい方 (1600) がデータ転送能力が高いた
め、ループ A、B ともメモリクロックが高い方が性能
が高いことがわかる。
ループ A は格子ブロックサイズが 23 および 78 の前
後で不連続な特性、また 1 スレッドのケースで格子ブ
ロックサイズが 63 の時に局所的な性能悪化が見られ
る。キャッシュやメモリバンク競合などの原因が考えら
れるが詳細は不明である。一方ループ B は比較的素直
な特性を示しており、一般的な傾向 (格子ブロックサイ
ズが小さい範囲では演算器ネックのため演算量の増加
に伴って計算時間が増加し、格子ブロックサイズが大
きくなりキャッシュが溢れる様になるとメモリネックに
なり計算時間がほぼ一定となる) が見られる。スレッド
並列の場合は格子ブロックサイズが小さい範囲ではス
レッド並列のオーバーヘッドが顕著になり、結果的に
計算時間が増加していると考えられる。スレッド並列
の場合、プログラム中の各ループはスレッド数で分割
されるため、ループ長がスレッド数で割った余りに応
じて計算時間が変動している様子が観察できる。
ループ A とループ B との比較では、スレッド数の増
加および格子ブロックサイズの増加など、メモリアク
セスの負荷が大きくなると、ループ A とループ B で計
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0.07
0
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(b) 6 スレッド

図 3: PC-S(Core i7-3960X) におけるループ性能
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4.
4. まとめ
まとめ
UPACS の主要部を切り出したカーネルプログラム
を作成し、2 種類のループ構造に対して計算性能の比
較を行った。従来のループ構造よりも局所性を意識し
空間スイープを極力減らしたループは、狙い通りキャッ
シュミス率を従来のループ構造に比べてほぼ半減させ
ることができた。計算性能を支配する他の最適化要因

A (3960X Intel)
B (3960X Intel)
A (3960X GNU)
B (3960X GNU)

0.18

Performance (1./Elaps time/GFLOPS)

3.3
による整理
3.3 B/F
B/F
による整理
理論メモリ性能 (Byte/s) と理論演算性能 (FLOPS)
の比を B/F と呼ぶが、アプリケーションの特性を議論
する際に重要な指標となる。一般に圧縮性流体解析プ
ログラムは高い B/F が必要と言われている。1CPU で
実行するプロセス数を変化させることで、1 プロセス
当たりのメモリバンド幅を仮想的に変化させることを
考えた。この手法を用いてそれぞれのループのメモリ
バンド幅が減少した際の性能特性を調査した。メモリ
バンド幅を仮想的に変化させる手法の詳細については
A を参照の事。なお、A の結果より、JSS および Core
i7-965 は比較的この手法の精度が良いと考えられる。
測定結果を図 4 に示す。この図で「3960X」、「965」
は表 3 の PC-S (Core i7-3960X)、PC-N (Core i7-965)
を示す。また、「Intel」、「GNU」はそれぞれインテル
コンパイラー、GNU コンパイラーを示す。
格子ブロックサイズは 80 である。横軸は B/F である
が、ここでは理論性能の値を用いた。理論性能に対し
て実際に出る性能 (実行性能) は計算機システムによっ
て異なるため、異る CPU の結果を比較する際は注意が
必要である。
図 4(a) の縦軸は「性能」を示す。ここで「性能」は
単位理論性能あたりの計算速度 (経過時間の逆数) とし
た。JSS を始めとして全ての CPU でループ A の方が良
い性能を示している。しかしながら、B/F が減少する
とループ A は急速に性能が悪化している。一方、ルー
プ B は B/F の減少にともなう性能悪化はそれほど酷く
ないことがわかる。1 ケースだけではあるが、B/F が
最低の時にループ B の方が速い結果が得られている。
更に B/F が減少した場合に 2 つのループの特性がどう
なるかは現時点では不明ではあるが、低 B/F の領域で
はループ B の方が良い性能を示す可能性がある。
「計算
図 4(b) の縦軸は「計算効率」を示す。ここで、
効率」は前述の「性能」を最大 B/F の時の「性能」で
正規化した値である。つまりある CPU に対して B/F
が最大の場合 (1CPU に対して 1 プロセスを実行し、メ
モリバンド幅を占有した場合) の「性能」を 100 とした
時の「性能」比である。この図からも、B/F が減少し
た時にループ A はループ B に比べて急激に性能が悪化
していることがわかる。
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(a) 計算性能
1Thread, Block size=80
100

Performance / Performance@(Band_Width)max [%]

算性能の逆転現象が見られ、ループ B がループ A に比
べて 18%程度良い性能を示している。この事は、それ
ぞれのループでメモリ周波数の違いによる計算時間の
差を見ても同様のことが言える。つまり、それぞれの
ループで 1333 と 1600 の違いを見ると、メモリ性能が
低くなった場合に計算速度がどの程度悪化するかがわ
かる。ループ B はメモリ性能が悪化してもほとんど計
算時間が悪化していないが、ループ A はメモリ性能の
悪化に対して計算時間が 7%程度 (6 スレッドの場合) 増
加している。この結果からもループ B はループ A に比
べてメモリ性能にあまり依存しないと考えられる。
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図 4: B/F の変化による計算性能の変化

が複雑に関係するため、新しいループ構造が常に良い
という結果は得られなかったが、低メモリバンド幅の
システムでは有利になる可能性が示された。今回の測
定では低 B/F 領域を十分に設定することができなかっ
たため、更なる低 B/F 領域での測定を実施する予定で
ある。更には、粘性項、陰解法を含めた評価や、ループ
構造だけではなく、キャッシュの有効利用など低 B/F
を前提としたプログラミングモデルの検討を今後進め
ていく予定である。
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STREAM と B/F の制御
メモり性能を測定するベンチマークテストである
STREAM5) を用いて、今回性能測定を行った CPU のメ
モリ性能を測定した。STRAM では COPY、SCALE、
ADD、TRIAD の性能を測定できるが、ここでは COPY
と TRIAD の性能をブロックサイズ N を変化させて測
定した。ここで COPY は
A

do i=1,N
c(i) = a(i)
enddo
となる。図 5 に測定結果を示す。
STREAM COPY

Performance [GB/s]

1000

100

25.3
14.1
9.35

10

1
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Block size

1e+07
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JSS (4P1T)
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JSS (1P4T)

1e+08

図 5: STRAM を用いたメモリ性能の測定結果
ブロックサイズが小さい場合はキャッシュを有効に活
用することができ、一般的にメモリ性能が良いことが
わかる。最大のブロックサイズ（4 × 107 ）での COPY
性能は Core i7-3960X が 25.3GB/s、Core i7-965 が
14.1GB/s、JSS が 9.35GB/s となった。ちなみに、こ
の性能は OpenMP を用いて CPU 内の全コアを使った
スレッド並列での性能である。それぞれの理論メモリバ
ンド幅は 51.2GB/s、31.2GB/s、40GB/s であるため、
実行効率は 49.4%、45.2%、23.4%となる。
それぞれの CPU でコア数分プロセス× 1 スレッド、
1 プロセス× 1 スレッド、1 プロセス×コア数分スレッ
ドの比較を行った。ちなみに 1 プロセス×コア数分ス
レッドはマルチコア CPU を利用する際の標準的な手法
であり、ハイブリッド並列の基本となる。ここで注目し
たいのは 1 プロセス× 1 スレッドと 1 プロセス×コア
数分スレッドとの比較である。特に JSS においては、1
プロセス× 1 スレッド (8.22GB/s) と 1 プロセス× 4 ス
レッド (9.35GB/s) の COPY 性能の差が小さい。これ
は 1 プロセス× 1 スレッドの場合は 1 スレッドが CPU
のメモリバンド幅をほぼ使い切ることができることを
意味する。一方、4 プロセス× 1 スレッドはメモリバン
ド幅の観点からは 1 プロセス× 1 スレッドの場合と比べ
て 4 倍のメモリアクセスが発生するため、相対的に 4 分
の 1 のメモリバンド幅と考えることができる。実際、4
プロセス× 1 スレッドでは 2.39GB/s となり、1 プロセ
ス× 1 スレッドに比べて 1/3.44 倍である。この結果を
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踏まえて以下の様に考える。JSS の場合は、CPU あた
り、4 コアを有し、1 コアの演算性能は 10[GFLOPS]、
CPU 全体でのメモリバンド幅は 40[GB/s] である。こ
こで 1CPU に 1 プロセス× 1 スレッドを実行すると、1
コアを使った演算であるため演算性能は 10[GFLOPS]、
また CPU のメモリバンド幅をほぼ占有できると考え
ると、メモリバンド幅は 40[GB/s] となるため、B/F は
40/10 = 4 と考えられる。次に 1CPU に対して複数の
プロセス (各プロセスは 1 スレッド) を実行する。各プ
ロセスは 1 コアで実行されるので演算性能はプロセス数
がコア数を越えない範囲では常に一定で、プロセス当た
りは 10[GFLOPS] となる。一方でプロセス間でメモリ
バンド幅を共有することになるため、プロセス当たりの
メモリバンド幅は大体プロセス数分の 1 と考えられる。
つまり、2 プロセスであれば 1/2、4 プロセスであれば
1/4 と考えられるので、B/F はそれぞれ 40/2/10 = 2、
40/4/10 = 1 と考えられる。複数プロセスの実行によ
るオーバーヘッドの影響など、厳密にはこの通りには
ならないが、この方法で B/F が変化した時の性能特性
の傾向を見ることは可能と考える。
インテル系の CPU では、1 プロセス× 1 スレッドと 1
プロセス×コア数分スレッドとの性能差は、JSS に比べ
ると大きく Core i7-3960X は 14.0GB/s 対 25.3GB/s、
Core i7-965 は 11.1GB/s 対 14.1GB/s となり、特に
Core i7-3960X は 1CPU に 1 プロセス× 1 スレッドの
場合に CPU のメモリバンド幅を占有できるとは言えな
い。また、コア数分プロセス× 1 スレッドと、1 プロセ
ス× 1 スレッドの比は Core i7-3960X が 14.0GB/s 対
4.23GB/s で 1/3.31(6 コア)、Core i7-965 が 11.1GB/s
対 3.58GB/s で 1/3.10(4 コア) となり、Core i7-3960X
は想定からの乖離が大きい。
以上の結果より、CPU 内のプロセス数を変化させて
仮想的に B/F を変化させるという方法は、JSS および
Core i7-965 に対しては定量的にもほぼ適用できると思
われる。しかしながら、Core i7-3960X ではこの考え方
は定量的には問題があるが、定性的な議論には利用で
きると思われる。
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非構造格子 CFD ソルバにおける CPU キャッシュの
有効利用法
坂下雅秀（大興電子通信株式会社），橋本敦，松尾裕一（宇宙航空研究開発機構）

The efficient use of Last-Level-Cache(LLC) on CPU
with unstructured CFD solver
Masahide Sakashita（DAIKO DENSHI TSUSHIN, LTD.）,
Atsushi Hashimoto, Yuichi Matsuo（Japan Aerospace Exploration Agency）

ABSTRACT
10 peta-FLOPS supercomputer "K computer" will begin cooperation in this autumn, and investigation of exa-scale computing
already has begun. The other hand, memory throughput will not be enough to supercomputing. So, we consider to using
Last-Level-Cache(LLC) on the CPU chip efficiently. Generally, the unstructured CFD solver is parallelized by region
decomposition with "Halo". Then, small region which can be computed on LLC is made by decomposing recursively to region.
And, with transposing data enough at first, data of another region composed are not required later.

１．はじめに
864筐体，82,944CPU（663,552コア）という巨大なシ
ステムで論理ピーク演算性能11.3ペタフロップスを実

２．演算性能とメモリスループット
まずはじめに，「京」を中心として演算性能とメモリ
スループットの現状について概観する．

現した京速コンピュータ「京」（「京」）の共同利用が

「京」は，SPARC64 VIIIfxと呼ばれるCPUを搭載して

本年（2012年）秋に開始されようとしている[1]．さらに

いる．そこで，同じSPARC64系のCPUを搭載したハイエ

その先を見据えて，エクサフロップス時代を実現するた

ンドテクニカルコンピューティングサーバ FX1（FX1）

めの様々な検討も，既にはじまっている[2][3]．

とPRIMEHPC FX10（FX10）を比較対照として傾向を見

そのような現状において，CFDの分野においても
10,000並列を超えるような大規模並列計算への対応が
求められている．

ていくこととする．ここに，FX1およびFX10は富士通株
式会社（富士通）のHPC（High Performance Computing）
用途向け製品である．FX1のCPUは，SPARC64 VIIIfxの

一方で，スーパーコンピュータ（スパコン）を構成す

前世代にあたるSPARC64 VIIであり，FX10は次の世代と

る要素に目を向けてみると，CPUの演算性能向上にメモ

なるSPARC64 IXfxである．いずれのCPUも，open SPARC

リのアクセススピード（メモリスループット）が追いつ

アーキテクチャに基づいて富士通が開発したCPUであ

かない状況になりつつある．そこで，メモリより少ない

るが，SPARC64 IXfxだけはLSI Corporationが共同開発者

容量ではあるが，十分高速にアクセス可能なキャッシュ

として参画している．表1に，各CPUの主な性能諸元を

メモリ（キャッシュ）と呼ばれる機構がCPU内に設けら

示す．表中のBF比（Byte per Flop）とは，メモリスルー

れている．演算に必要なデータのメモリからの供給が十

プットを論理演算性能で除した値のことであり，演算性

分でなくなりつつある現状では，いかにこのキャッシュ

能に対してメモリスループットが十分であるか否かを

を有効に利用するかということも，大規模並列計算への

判断するひとつの指標である．

対応と並んで，将来に向けてのスーパーコンピューティ
表1 主な性能諸元[4][5][6]

ングにおける重要な課題のひとつとなっている．
そこで，アプリケーションとして，非構造格子CFDソ
ルバを念頭に，後者のキャッシュ有効利用の問題につい
て考察する．キャッシュは，階層構造を持つことが一般
的であるが，ここでは，そのうちのもっともメモリに近
いキャッシュ(LLC：Last Level Cache）についてのみ考え
ることとする．

SPARC64 VII
4
40GFLOPS

「京」
SPARC64 VIIIfx
8
128GFLOPS

SPARC64 IXfx
16
236.5GFLOPS

40GB/s

64GB/s

85GB/s

1
6MB
2008年

0.5
6MB
2010年

0.36
12MB
2012年

FX1
CPU
コア数
ピーク性能
メモリ
スループット
BF比
キャッシュ
出荷開始時期

FX10
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 表1よりBF比が年々減少していることがわかる．図1

となる．ただし，非構造格子CFDソルバにおける数値流

に1980年の性能を1とした場合のCPUとメモリの性能の

速の計算で通常必要となる間接参照用のインデックス

推移を示す．この図から，CPUの性能は年率60%程度の

テーブル等付加的なデータの入出力は無視し，数値流速

性能向上率であるのに対して，メモリの性能向上率は

の計算に最低限必要なデータのみを考慮した．また、計

7%程度にしかなっておらず，メモリスループットの問

算は倍精度実数型で行うものとした．この結果，HLLE

題が，決して今に始まったことではないことがわかる．

スキームによる数値流束の計算に必要なBF比は，

120byte  300FLOP  0.4
と計算できる．この結果からは，FX1のBF比1は数値流
CPU

束の計算に十分であり，FX10のBF比では不十分という
ことが言える．
 同様に，数値流束をRoeスキームにより計算すること
にした場合に必要なBF比は，およそ0.27程度であると計

memory

算できる．
 ここで注意しなければならないのは，入力データにメ
トリックを含めていないことである．メトリックは，計
算格子をどのような座標系で定義するかによって変わ
るので，ここでは評価の対象から除外した．実際には，

図1 CPUとメモリの性能の推移[7]

メトリックも入力データとなることが一般的であり，そ

 そこで，以下では圧縮性Navier-Stokes方程式を解く非

ソルバにおける数値流束の計算以外の部分は，演算量が

構造格子CFDソルバ[8]にとって，現状のシステムのBF

相対的に少なくなるため，やはり大きなBF比を要求する．

比がどの程度のものであるか評価することを試みる．

このことを考え合わせると，FX1はともかく，「京」の

 非圧縮性Navier-Stokes方程式を解く場合，計算に必要

BF比0.5でもCFDソルバの計算には不十分である．この

なデータ量に比べて計算量がもっとも多いのは，数値流

BF比の不足を補うための機構がキャッシュであり，
これ

束を計算する部分である．したがって，この部分を計算

を有効に利用することが必要な時期に来ていることが

するのに必要なBF比について考える．表2に，FX1にお

わかる．

の場合には，より大きなBF比が必要となる．また，CFD

いて実測した数値流束を計算する際に必要な浮動小数
点演算量（FLOP）を示す．表中，HLLEおよびRoeは，
数値流束を計算する場合の代表的なスキームである．

３．キャッシュの有効利用法

実測は，1ノード（1cpu,4process）で，格子点数2,416,496
のデータを用い，時間積分200ステップで行い，計算
に要した時間（CPU time）および実効性能（MFLOPS)
を実測し，これより演算量（GFLOP）を求めた．

門知識を有しているものの，スパコンのハードウエアや

 CFDソルバの開発に係る人の多くは，CFDに関する専
コンパイラによる最適化手法に関する知識を持ってい
るとは限らない．ここでは，そのような人でも，なるべ
く追加の知識を必要とせずに，比較的簡単にキャッシュ
を有効に利用できる方法について考える．

表2 数値流束の計算に必要な演算量
CPU time[s]
MFLOPS
GFLOP
HLLE
30.50
4198.59
128.07
Roe
38.70
4852.63
187.80

 キャッシュを有効利用するための基本的な考え方は，

 この結果より，HLLEスキームによる数値流束の計算

タが一般的であり，その結果MPIによりプロセス並列化

に必要な1格子点あたりの演算量は，

されていることが多い．並列化の概略は以下の通りであ





128 109 FLOP  2.4 106 grid  200step  300FLOP
となる．一方で，この計算には，最低限，入力として5
次元の保存量ベクトル2本と，出力として，やはり5次元

キャッシュ上にあるデータを使ってなるべく多くの計
算を行うようにすることである．一方で，CFD計算を行
うためのプラットホームとしては，
スパコンかPCクラス

る（図2）．
(1) 解析領域をいくつかのリージョンに分割する．
(2) 隣接格子点の物理量を参照可能にするため「袖」と
呼ばれる領域を確保する．

の数値流束ベクトル1本が必要となるので，これをバイ

(3) 適宜，「袖」にデータを転送しながら計算を進める．

ト数に換算すれば，

 そこで，プロセス数を順次増加させて，領域をより多

5  2  5word  8byte/word  120byte

くのリージョンに細分化して行ったときにキャッシュ
ミス率がどうなるかを実測した例を図3に示す．これよ
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り，プロセス数の増加とともにキャッシュミス率は単調

 しかし，領域の細分化には問題もある．図3の実測を

に減少していることがわかる．これは，リージョンに含

行ったのと同じ条件のもと，プロセス数の増加とともに

まれる格子点数が減少することにより，一旦キャッシュ

計算時間がどのように変化するかを測定し並列化効率

にロードされたデータが他のデータをロードする必要

を求めた結果を図4に示す．この結果からは，領域の細

からメモリに書き戻される可能性が減少したことによ

分化には性能的に限界があることがわかる．これは，プ

るものであり，キャッシュがより有効に利用されている

ロセス間の負荷分散のアンバランスやプロセス間通信

ことになる．

のオーバーヘッドなどの要因による性能低下が，キャッ
シュの有効利用による性能向上を上回ってしまうこと
が原因である．このことから，プロセス数を増大させず
に処理を細分化する方法を考えなければならないこと

  

              解析領域

がわかる．

理論値
並列化効率[-]

(1) 領域分割

   リージョン1     リージョン2




実測値




(2) 「袖」の確保






プロセス数





図4 プロセス数と並列化効率の関係
 プロセス数を増大させずに処理を細分化するひとつ
の方法として，領域分割により生成された各リージョン
(3) データの転送

に対して，再帰的に領域分割を適用し，サブリージョン
を生成する方法が考えられる．すなわち，図2において
解析領域をリージョン，リージョンをサブリージョンと
読み替えればよい．適切なサブリージョンの大きさは，
ハードウエアの構成に依存するが，1コア当たり1MBの
キャッシュがある場合には，1,000格子点程度が目安で

図2 MPI並列化の概要

あると考えられる．
 ただし，データの転送（プロセス間通信）に関しては
工夫を要する．今，「勾配の計算」―「勾配制限関数の



キャッシュミス率[%]

計算」―「数値流束の計算」という非構造格子CFDソル
バにおける典型的な計算の流れを例に考える．図5に一



連の計算の流れの概略を示す．通常の領域分割による並
列化では，まず計算に必要となる「袖」の部分のデータ



を転送した後（step1），「勾配の計算」を行う（step2）．
この計算結果が次の「勾配制限関数の計算」で使用され



るため，全てのリージョンで「勾配の計算」が行われた
後，計算結果を「袖」の部分に転送する（step3）．転送
が終わったのちに「勾配制限関数の計算」を始めること










プロセス数





図3 プロセス数とキャッシュミス率の関係



ができる（step4）．「数値流束の計算」（step5）では，
「勾配の計算」の計算結果とともに「勾配制限関数の計
算」の計算結果も必要となるので，やはり計算を始める
前に全てのリージョンで「勾配制限関数の計算」が終了
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し「袖」の部分へのデータの転送（step6）が終わってい

を2格子分，「勾配制限関数の計算」では「袖」の部分

なければならない．

を1格子分，余分に計算することにすれば良い（図6）．
もし，n段階の計算を行いたい場合には，n格子分の「袖」

step1 勾配の計算に必要なデータの転送

を用意すればよい．
step1 勾配の計算に必要なデータを3格子分転送

step2 勾配の計算

step2 勾配の計算（「袖」の部分も2格子分計算）
   リージョン1     リージョン2
step3 勾配の計算結果の転送
  サブリージョン1    サブリージョン2
step3 勾配制限関数の計算（「袖」の部分も1格子分計算）
step4 勾配制限関数の計算

step4 数値流束の計算（通常通り計算）
   リージョン1     リージョン2
step5 勾配制限関数の計算結果の転送

図6 サブリージョンにおける計算の流れの概略
 この（「袖」の部分まで計算に含める）方法は，プロ
step6 数値流束の計算

セス間通信を最適化する場合によく用いられる方法で
ある．計算量は増えるが通信回数は減っており，通信量
が同じであれば通信のオーバーヘッドが削減される．こ
のことから，計算時間の増加に比べて，通信のオーバー

   リージョン1     リージョン2
図5 非構造格子CFDソルバの計算の流れの概略

ヘッドの削減効果が大きければ全体の計算時間は減少
する．非構造格子CFDソルバの場合には，勾配の計算結
果を「袖」に転送するデータ量に比べ，勾配の計算に必

 しかし，この方法をそのままサブリージョンにおける

要となる「袖」のデータ量の方が少ないので，転送デー

計算に応用すると，あるサブリージョンで「勾配の計算」

タ量の削減にもなっている．そして，メモリスループッ

に使用するためにキャッシュに乗せられたデータが，別

トが十分でないハードウエアの場合には，キャッシュを

のサブリージョンの計算をするためにキャッシュ上か

有効に利用することにより計算時間が大幅に削減され

ら消去されてしまい，効率の良いキャッシュ利用法とは

ることが期待できる．

言えない．そこで，計算と「袖」へのデータ転送を交互

 実装に際しては，サブリージョン iに含まれる格子点

に繰り返すのではなく，「袖」を余分に確保して，最初

の番号をns,i

にそこへ必要十分なデータを転送しておくことにすれ
ば，そのサブリージョンに関する計算だけを連続して行
うことが可能となる．今の場合，「袖」を1格子分では
なく3格子分用意し，「勾配の計算」では「袖」の部分


ns ,i

i 1

mj 1
j 0

i  1, n

m0  0
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から始め，サブリージョン内で連番になるように付け替
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AMR 法による複雑せん断乱流の LES 解析
松尾裕一（JAXA），桑原匠人，中森一郎（アドバンスソフト）

LES analysis of complex turbulent shear flows with an AMR method
by
Yuichi MATSUO, Takuhito KUWABARA, and Ichiro NAKAMORI
ABSTRACT
In this paper, an LES analysis methodology with an AMR approach are described for complex turbulent shear flows like jets, mixing layers,
and shear layers in separated regions, and numerical examples are presented. In the present AMR approach, for numerical simplicity and
practical use, we adopt a block-based method where a structured mesh in each block, a body-fitted coordinate system and a self-similar
tree-based hierarchical data structure are used. The numerical issues are discussed to apply the present AMR approach to large-scale
parallel computations.
１．はじめに
実用問題の LES 解析においては，高解像度スキームの適
用が容易なことから，格子としては構造格子の利用が未だ
主流と言って良いであろう．非構造格子による LES 解析の
事例も増えて来ているようだが，精度を上げるのに工夫が
要るため，未だ発展途上[1]である．
構造格子を用いる際，図 1 に例示したように，格子点が
本来必要のないところに集中してしまったり，逆に必要な
ところにうまく集められないといった場合がある．特に，
LES 解析では，格子サイズ自体が Subgrid Scale（SGS）渦
粘性のパラメータとなるため，捉えるべき現象に対し空間
格子解像度をできるだけ一定に保つことが重要であると言
われている[2]．また，LES のような非定常解析においては，
ある程度多くの計算ステップ数が要求されるため，無用な
計算時間の増加を招かないためにも格子点数は有効に使い
たいところである．
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 法は，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 法, h 法, p 法の 3 種類の方
法に分類される．r 法（r-refinement）とは，格子点を移動
させる方法，h 法（h-refinement）とは，AMR のように格子
を局所的に細分化する方法，p 法（p-refinement または penrichment）とは，局所的にスキームの精度を高くする方
法のことを指す．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[3]．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 O(hp)と表されるこ
とに由来する．
他方，格子点配置や計算時間の問題は，いずれ計算機の
進歩が解決してくれるだろうという考え方もある．しかし，
3 次元問題・同一の計算時間を仮定したとき，解像度を 2
倍にするためには，空間各方向に格子点数 2 倍．時間刻み

図1

構造格子使用時に格子が遠方に集中した例

半分で 24=16 倍，解像度を 4 倍にするためには 44=256 倍の
性能向上が必要となる．しかし一方で，計算機の性能の伸
びは，（ムーアの法則によれば）5 年で 10 倍，技術改善要
素を入れても 5 年でせいぜい数 10 倍程度であり，計算機の
性能向上に頼り過ぎるのは必ずしも現実的でない．
本報告では，剥離乱流境界層，伴流（ウェーク），噴流
（ジェット）等の複雑せん断乱流を伴う実用問題の LES 解
析を，AMR 法により効率的に行う方法・解析事例につい
て述べ，その大規模並列計算への適用の可能性について考
察する．
２．AMR（解適合格子細分化）法によるアプローチ
AMR 法は，1980 年代から現在に至るまで様々な手法が
提案されているが，これらは主に
A) 直交デカルト格子系を基盤として，セル（格子）単位
で細分化する方法...セルベース AMR
B) 構造格子上にブロック（領域）を定義し，ブロック単
位で細分化する方法...ブロックベース AMR
の 2 種類に大別される．
前者の AMR は，Berger と Oliger による先行研究[4]まで
遡ることができ，諸量の空間変化や時間変化に応じてセル
単位で随時，分割(Refinement)と結合(De-refinement または
Coarsening)を繰り返すものである(図 2(a))．主に火炎や爆轟，
噴流，自由界面のような物理変化の激しい部分が時々刻々
移り変わって行くような場合の解析に有効な手法であり，
Aftosmis[5]や Wang[6]により航空宇宙分野にも応用されて
いる．しかし，物体壁面を含む解析には，カットセルや境
界層専用格子を使うなどの工夫が必要であり，データ構造
や前後処理についても独自の開発が必要となる．
一方，後者の AMR は，AMR をセル単位ではなくブロッ
ク単位(図 2(b))で行うものであり，ブロックの中では既存
の構造格子ソルバーが使える，ブロック間通信は境界値の
みで済む，データ構造がシンプル，並列化が容易など，比
較的簡単に AMR のメリットを享受できる．ただ，セル単
位ほどの形状適合性はない．翼周りの遷音速非粘性流れに
適用した構造格子の例として Dudek ら[7]の計算や，NS 方
程式を支配方程式として翼まわりと鈍頭物体まわりの圧縮
性流れを計算した Steinthorsson ら[8]の例がある．最近では，
SAMRAI[9]，AMROC[10]といった汎用 AMR ライブラリも
開発されている．
ここで，AMR を適用する際によく使われる技法や一般
原則について述べる[10]．AMR で利用されるデータ構造に
「木構造(Tree data structure)」がある．2 次元では「四分木
(Quadtree)」，3 次元では「八分木(Octree)」と呼ばれるデー
タ構造が良く使われる．1 つのセルの各辺を半分にすると
１つの親セル(Parent)に対して，2 次元では 4 つの子セル
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(Children)，3 次元で は 8 つの子 セル が 生まれ る．C や
Fortran90 のポインタによる連結リスト(Linked list)を使えば
木構造は容易に実装できる．単位がセルではなくブロック
の場合でも考え方は同じである．「適切な入れ子(Proper
nesting）」とは，AMR 境 界での精度を 確保するために
AMR の格子サイズの変更は必ず 1 段階に留めるという原則
である．AMR 境界は，ハンギングノードになる．「空間
充填曲線(Space filling curve)」は，木構造データを並列計算
のために 1 次元配列に並べ替えるために使われ，Z 曲線，
Morton 曲線，Hilbert 曲線などがある．「ガードセル(Guard
cell)」とは，ブロックベース AMR でブロック境界のデー
タ交換のために設けられる数点のステンシルから成る領域
を指す．AMR では，Refinement や Derefinement の度に親か
ら子，子から親への格子間のデータ補間が必要になる．こ
のうち親（粗い格子）から子（細かい格子）への補間を
「延長(Prolongation)」,その逆を「制限(Restriction)」と呼ぶ
ことがある．
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というフラッグを持つようにすれば，AMR の基本アルゴ
リズムを構成できる．図 4 は，ある状況下での配列間や番
号付けの関係を示したものである．AMR 適用の際には図 5
に示したように，ガードセル充填の作業が必要になるが，
補間に際して単調性が保持されるような工夫を施している．
すなわち，図 6 のような 2 次元の AMR 境界を考えたとき，
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図 3 2 次元におけるブロック AMR 格子例
我々は，LES 解析において格子を有効利用するとともに
必要な場所に動的に集めることを視野に，ブロック AMR
法を用いた並列化 LES コードを開発してきた[11]．実用
LES 解析に適用することを目指し，八分木のブロック化ア
ルゴリズムに基づく AMR 法を開発・検証するとともに，
MPI 並列化及び初期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[12]．
データ構造として，並列化に合わせて負荷バランス維持
に都合良い均等ブロック再分割が可能な自己相似的 AMR
と八分木構造(Octree)を採用した．図 3 は，2 次元の自己相
似的木構造（四分木）を例示したものである．例えば
BlockID という番号のブロックは，
親ﾌﾞﾛｯｸ Parent(BlockID)
子ﾌﾞﾛｯｸ Child(LocalID, BlockID), 1  LocalID  8
隣接ﾌﾞﾛｯｸ Neigh(FaceID, BlockID), 1  FaceID 6
を持ち，そのブロックが
Rlevel(BlockID)
Lbtype(BlockID)
Flag_refine(BlockID)

Compute block
Guard-cell region
図5

ガードセル充填のイメージ(2 次元)

AMR block boundary

(I+1, J+1)

(i, j+1)

(i+1, j+1)
(I, J)

(i, j)

(I+1, J)

(i+1, j)

(I+1, J1)

AMR レベル
最端末かどうか
AMR を施すかどうか

図 6 AMR 境界における格子点の関係

This document is provided by JAXA

第 44 回流体力学講演会 / 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2012 論文集

11
3
0
7

4

9

39

12
10-

8
1
16

15
5
13 14

6

2

|13|14|15|16| 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 |10|11|12|
CPU 1

CPU 2

CPU 3

図 7 Z 曲線によるオーダリング
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とする．ここに，
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  Q Il 1, J  Q Il , J ,   Q Il , J  Q Il 1, J
  Q Il , J 1  Q Il , J ,   Q Il , J  Q Il , J 1

であり， Qil,j1 は，{l+1}AMR レベル（細かい格子）におけ
l
る格子点(i,j)の物理量を， QI , J は，{l}レベル（粗い格子）
における格子点(I,J)の物理量をあらわす．自己相似木構造
の下では，各ブロックの格子点数は同一数になるので，
「領域分割」の考え方で並列化を行うことができる．ただ
し，ここでは複数ブロック→1CPU という割付を可能とす
るとともに，再分割 Refinement によってブロックが新たに
生成される際，各 CPU の負荷バランスを一定に保つように，
各 CPU にできるだけ均等に，かつ，物理的に近いブロック
を配置する Z 曲線による並べ替え（オーダリング）を行っ
ている(図 7)．また，各ブロック周囲のガードセル充填にお
いて，各面の転送データ量は同じでなく，よってブロック
毎に通信すると効率が悪いので，面 ID が 1 と 2，3 と 4，5
と 6 の 3 グループに分けて一度に通信を行うようにしてい
る．並列化コードは，MPI と Fortran90 で作成し，流体ソル
バーの部分をカセット式に交換可能なように，ソルバー部
と AMR 部は分離したプログラム構造としている．図 8 に，
並列化コードの処理の流れを示した．
さらに，実用問題への適用を考慮し，親格子を一個では
なくマルチブロック化し，必要な場所に確実に AMR が適
用できるようにしている．また，曲線座標で定式化し，複
雑形状や境界層の扱いを可能としている．時間積分は，基
本は陽解法であるが，ブロック毎に陽解法と陰解法を選択
可能とし，AMR により格子が細分化された場合や境界層
内での時間刻みが小さく成り過ぎるのを回避している．ま
た，Rewind と呼ばれる機能やエラーによる AMR 判定もオ
プションにより選択可能としている[12]．

図8

ブロックベース AMR 法のフローチャート

３．AMR 法による解析事例
図 9 は，AMR 法の基本特性を調べるために，1 次元の
Shu-Osher の エ ン ト ロ ピ ー 波 [13] を 解 い た 結 果 で あ り ，
T=1.8 における密度分布を示している．図 9(a)は，2,048 点
の一様格子で解いたもの，図 9(b)は，256 点の一様格子か
ら出発して 3 段階の AMR を施した結果である．AMR では，
トータルで 505 点しか使っていないにもかかわらず，衝撃
波付近の波構造が一様格子と同程度の解像度で捉えられて
いるのがわかる．
図 10 に，2 次元問題への適用事例を示す．図 10(a)は，
ステップのある風洞内の超音速非粘性流れ(M=3)[14]の解
析結果である．240×80 の初期格子を 5×5 のブロック（1
ブ ロ ッ ク あ た り 48 × 16 ） に 分 割 し ， ブ ロ ッ ク あ た り
Mmax>0.15 の条件下で 2 段階の AMR を適用したもので，
T=4 の密度等高線を示している．衝撃波の細かい構造や 3
重点から出るせん断層の様子が捉えられている．図 10(b)は，
二重マッハ反射問題(M=10)[14]を解いたものである．120
×30 の初期格子を 3×3 のブロック（1 ブロックあたり 40
×10）に分割し，ブロックあたり Mmax>0.2 の条件下で 3
段階の AMR を適用したもので，T=0.2 の密度等高線を示し
ている．三重点やせん断層が不安定なっている様子が捉え
られている．図 10(c)は，上下に対向する混合層(Mupper=0.5,
upper=1, Mlower=0.5, lower=2)の混合過程を解いたものである．
64×64 の初期格子を 8×8 のブロック（1 ブロックあたり 8
×8）に分割し，ブロックあたりmax>2.0 の条件下で 2 段
階の AMR を適用したもので，ある瞬間の渦度の等高線を
示しており，混合層における複雑な渦の様子が捉えられて
いる．

(a) 一様格子（2,048 点）
(b) AMR 格子（3 段階）
図 9 Shu-Osher エントロピー波の 1 次元解析結果
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T=t1
(a) ステップのある風洞内の超音速流れ

(b) 二重マッハ反射

T=t2

T=t3
(c) 対向する混合層
図 10 2 次元問題の AMR による解析結果

(a) AMR 格子の時間変化 (b)瞬間的な密度分布
図 13 同軸噴流の 3 次元解析結果
図 11 は，NACA0012 翼型の高迎角剥離流を，M=0.3,

=20, Re=106 の条件で解いたものである．252×64 の初期

(a) 格子(左:単一格子，右:AMR 格子)

(b) 瞬間的な渦度分布(左:単一格子，右:AMR 格子)
図 11 翼まわり剥離流れの 2 次元解析結果

(a) 格子(左:単一格子，右:AMR 格子)

格子を 14×4 のブロック（1 ブロックあたり 18×16）に分
割し，3 段階の AMR を適用しており，AMR 細分化後は
518 ブロックになっている．図では，ある瞬間のマッハ数
分布を単一格子(左側)と AMR 格子(右側)で比較しているが，
AMR 格子では細かい剥離渦が鮮明に捉えられている．
図 12 は，大気圏再突入物体モデル(ORION CM)[15]を過
ぎる遷音速流を，M=0.8, =20, Re=107 の条件で解いたも
のである．96（流れ方向）60（半径方向）40（周方向）
の格子を 332 のブロック 1 ブロックあたり 32×20×20）
に分割し，後流部分に 2 段階の AMR を適用し，トータル
1,308 ブロックを用いている．図は，中央断面におけるある
瞬間の速度分布を単一格子(左側)と AMR 格子(右側)で比較
しているが，AMR 格子では後流の細かな渦構造が捉えら
れている．
図 13 は，コア流 M=0.58，ファン流 M=0.76，単位長さ
Re=5×106 のエンジン出口を模擬した同軸噴流を 100D×
30D×30D(ただし，D はコア流の直径)の計算領域で解いた
ものである．128（流れ方向）40（半径方向）32（周方
向）の格子を 424 のブロック（1 ブロックあたり 32×20
×8）に分割し，ブロックあたり Mmax>0.01 の条件下で 2
段階の AMR を適用したもので，図は，中央断面における
瞬間的な密度分布の時間による変化を示している．時間が
進むにつれ，格子が分割（最終的に 752 ブロック）され，
噴流の細かい渦構造が捉えられている．
上記では，AMR 法が有効な事例を幾つか示したが，
AMR 法が比較的有効なのは，流体運動や渦構造を捉える
ような場合であることに注意する．音の伝播を捉えるよう
な場合は，AMR 格子境界（ハンギングノード）から振動
が出やすいので注意が必要である．また，ソルバーとして
は ， 通常 の 圧縮 性 NS ソルバ ー （空 間 ：Roe/MUSCL or
WENO，時間：RK/LUADI）を用いていることを付記する．

(b) 瞬間的な速度分布(左:単一格子，右:AMR 格子)
図 12 大気圏再突入物体の遷音速流 3 次元解析結果
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４．HPC 計算への適用に関して
ここでは，本 AMR 法の大規模並列計算への適用の可能
性について考察する．データ構造として本研究のような自
己相似木構造を用い，領域の外側だけ通信を行うようにす
れば，凝ったことをしない限り並列計算には比較的向いて
いると思われる．しかし，並列化率が高くなければアムダ
ールの法則により，並列度を上げても高速化は図れない．
図 14 は，図 13 の同軸噴流問題の 2 レベルの AMR を施し
た状態において，問題規模を変えずに並列度によるスケー
ル性（強スケーリング特性）を，JAXA スパコンにおいて
測定した結果である．横軸にプロセス数，縦軸に各処理の
計算時間を取っている．ここに，Total：全処理時間，
Delta_T：時間ステップの計算時間，Data_Copy：データ
コピーの時間，Solver：ソルバーで解いている時間，
Guardcell：ガードセル充填に要する時間，BC：境界条件
設定の時間，Refinement：細分化に要する時間をあらわす．
直線（線形）からのずれが認められるのは，ガードセル充
填 ，時間ステップ計算，細分化の部分であり，その他の部
分は 256 並列まではほぼ直線である．このことから，直線
でない部分の処理量は全体の数%程度であり，従って 95%
以上の並列化率があるものと思われる．よって，プロセス
あたりの負荷を一定にして規模を大きくしていく弱スケー
リング特性に関しては，おそらく 1000 並列以上でもスケ
ールする（並列性能がサチらない）と予想される．こうい
う特性は，大規模並列計算を行う上で望ましい性質である．
10000
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1000

Delta_T
Data_copy

Time[sec]

100

Solver
Guardcell

10

BC
Refinement

1
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0.01
0.001
1

2
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16

32

64

128

256
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図 14

同軸噴流問題における強スケール特性

５．おわりに
本稿では，剥離乱流境界層，伴流（ウェーク），噴流
（ジェット）等の複雑せん断乱流を伴う実用問題の LES 解
析を AMR 法により効率的に行う方法とそれを用いた解析
事例について述べた．自己相似木構造等を用いることによ
り，解適合 AMR 法のメリットを活かしつつも並列計算に
も適応できるアルゴリズムを構築できることを示した．ま
た，その大規模並列計算への適用可能性について考察し，
スケール性については望ましい性質を有していることを示
した．
今後は，実測によるスケール性の検証を進めるとともに，
流体の現象を解明するツールとしての本手法の可能性を検
証する．具体的には，実験との比較検討を通じて定量的な
予測精度の向上の確認，ならびにそれの向上に寄与してい
る流れの機構を AMR によってどの程度抽出することが可
能であるかの確認を実施する予定である．

41

参考文献
[1] Winkler, C. M., Dorgan, A. J. and Mani, M.: A Reduced
dissipation Approach for Unsteady Flows on Unstructured
Grid, AIAA Paper 2012-0570, 2012.
[2] Spalart, P. R.: Strategies for turbulence modeling and
simulations, International Journal of Heat and Fluid Flow 21,
2000 , pp.252-263.
[3] Burgess, N. K. and Mavriplis, D. J.: An hp-Adaptive
Discontinuous Galaerkin Solver for Aerodynamic Flows on
Mixed-element Meshes, AIAA Paper 2011-490, 2011.
[4] Berger, M. J. and Oliger, J.: Adaptive Mesh Refinement for
Hyperbolic Partial Differential Equations, Journal of
Computational Physics 53, 1984, pp.484-512.
[5] Aftosmis, M. J., Berger, M. J. and Adomavicius, G.: A Parallel
Multilevel Method for Adaptively Refined Cartesian Grids
with Embedded Boundaries, AIAA Paper 2000-0808, 2000.
[6] Wang, Z.J. and Chen, R.F.: Anisotropic Cartesian Grid
Method for Viscous Turbulent Flow: AIAA Paper 2000-0395,
2000.
[7] Dudek, S. A. and Colella, P.: Steady-State Solution-Adaptive
Euler Computations on Structured Grids, AIAA Paper 980543, 1998.
[8] Steinthorsson, E., Modiano, D. and Colella, P.: Computations
of Unsteady Viscous Flows Using Solution-Adaptive Mesh
Refinement in Curvilinear Body-Fitted Grid Systems, AIAA
Paper 94-2330, 1994.
[9] Wissink, A. M., Hornung, R. D., Kohn, S. R., Smith, S. S.,
and Elliott, N. S.: Large Scale Structured AMR Calculations
Using the SAMRAI Framework, SC01 Proceedings, 2001.
[10]Deiterding, R.: Block-Structured Adaptive Mesh Refinement
- Theory, Implementation and Application, ESAIM:
Proceedings, 34 (2011), pp.97-150.
[11]松尾裕一，池知直子，中森一郎：LES 解析のための並
列化 BAMR コードの開発，第 21 回数値流体力学シンポ
ジウム講演集，E1-6, 2007.
[12]松尾裕一，桑原匠史，池知直子，中森一郎：BAMR 法
に基づく並列 LES コードにおける計算効率の改善，第
24 回数値流体力学シンポジウム講演集，E4-5, 2010.
[13] Shu, C.-W., and Osher, S.: Efficient Implementation of
Essentially Non-Oscillatory Shock Capturing Schemes, II,
Journal of Computational Physics 83 (1989), pp.32-78.
[14]Woodward, P., and Colella, P.: The Numerical Simulation of
Two-Dimensional Fluid Flow with Strong Shocks, Journal of
Computational Physics 54 , 1984, pp.115-173.
[15]Murphy, K. J., Bibb, K. L., Brauckmann, G. J., Rhode, M. N.,
Owens, B., Chan, D. T., Walker, E. L., Bell, J. H., and Wilson,
T. M., “Orion Crew Module Aerodynamic Testing,” AIAA
Paper 2011-3502, 2011.

This document is provided by JAXA

43

第 44 回流体力学講演会 / 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2012 論文集

残差切除法を用いた高精度流れ解析手法について
菊地一雄(1), 西澤敏雄(1), 関根義人(2)
(1)宇宙航空研究開発機構,(2)エイ・エス・アイ総研

A High Accuracy Flow Analysis Method using Residual Cutting Algorithm
Kazuo KIKUCHI, Toshio NISHIZAWA, Yoshihito SEKINE
ABSTRACT
The goals of the present study are to develop a numerical flow analysis method based on a high-accuracy algorithm and to simulate flow
field around realistic shape like cascades of gas turbines with numerical method. In this paper, a high-accuracy algorithm which forms the
basis of the high-accuracy flow simulation is described. In this algorithm, firstly the pressure gradient in the source term of Poisson
equation is corrected so that the residual of the equation of continuity in the next time should be zero. Then, the pressure fields in next time
iteration are calculated based on the corrected pressure gradient. Finally, the momentum conservation equations are solved with the new
pressure field. The target accuracy is realized by repeating the procedure above. In our numerical solver, Residual Cutting Algorithm,
which JAXA has developed, is adopted as matrix solver. Three cases of incompressible flow are analyzed to verify our numerical code;
Poiseuille flow between parallel flat plates, flow in a cascade of flat plate blades, and square cavity flow. The results are good and the
applicability of our high-accuracy method for simulated flow fields is demonstrated.

座標軸と速度をそれぞれ x , u (  = 1, 2, 3) とすれば

１．はじめに
本研究の目的はまず高精度な流れ解析法の開発と数値解
析コードの作成と検証を行うこと、更に翼列等の実形状の
流れ解析を行うことにある。
本研究報告では高精度流れ解析法の根幹となる高精度化
手法について述べ、数値解析コードのコアであるマトリッ
クスソルバについて述べる。次にこの解析法に基づき作成
した数値解析コードの検証計算結果について報告する。
著者らが採用した高精度化手法は、連続の式の次回残差
をゼロにするために圧力のポアソン方程式のソース項の圧
力勾配値を修正して新たな圧力場を求め、再度運動量保存
則を解くことにより、逐次的に目標精度を達成するという
ものである。
数値解析コードのマトリックスソルバとして当機構が開
発した残差切除法を使用している。この解法は残差方程式
をＳＯＲやＡＤＩ法のごく少ない反復により求めた近似摂
動量を、過去の摂動量との線形結合により最適化する方法
である。
数値解析コードの検証は非圧縮性流れ、直交格子により
平行平板間のポアズイユ流れ、平板翼列、正方形キャビテ
ィで行った。検証結果は良好で高精度化手法の有効性を確
認した。

２．高精度化手法

x 方向の運動量保存則は（2-1）式となる。

ρ

∂u
∂u
∂p µ  ∂
+ ρu j  =
−
+

∂t
∂x j
∂x Re  ∂xk

 ∂uk

 ∂xk

 

 

u = un から圧力勾配を

今、反復 n 回目の近似速度
求めると次式となる。

∂u
∂u
µ  ∂  ∂u  1 ∂  ∂uk
∂p
=
−ρ  − ρu j  +


+

∂x
∂t
∂x j Re  ∂xk  ∂xk  3 ∂x  ∂xk
∂u
=
−ρ
+ その他の項
∂t

 

 

・・（2-2）

この式の両辺の発散、すなわち div =

∂
をとれば圧
∂x

力のポアソン方程式が得られる。

∂
∂x

 ∂p

 ∂x


∂  ∂u
−ρ  
=
t  ∂x
∂

∗

 ∂
+
 ∂x

(その他の項 )
・・（2-3-a）

=

2.1 高精度化の論理

を求めるために圧力場を修正することを考える。又、各方
程式は一般座標系に適合した離散化を行っているが、ここ
では x, y, z 座標系の方程式を使用して説明を行う。

 1 ∂
+
 3 ∂x

・・（2-1）

流れの高精度解析を実現するための高精度化の論理と手
順について以下に述べる。

本手法で用いる基礎式は、運動量保存則、圧力のポワソ
ン式および連続の式である。
運動量保存則を解いて求めた近似速度場から連続の式の
残差 C を計算し、この残差 C を 0 とする速度場 u

 ∂u

 ∂xk

∂  ∂p 

 + δ
∂x  ∂x 
old

・・（2-3-b）

* の項は非圧縮の連続の式になっている。

δ

は運動量保存則の収束に応じた誤差。

（ 2-1 ） 式 か ら 得 ら れ た 速 度 u

 ∂p

 ∂x

n

n

と （ 2-2 ） 式 か ら


 が得られる。運動量保存則が高精度に解かれて
cal
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いれば再計算した圧力勾配は（2-1）式に使用した圧力勾

∂p old
配
∂x

と近似的に等しくなる。この差を δ とすれば

（2-3-b）が成り立つ。
（2-3-b）の圧力のポアソン方程式と運動量保存則を連
立して解いても収束精度の範囲内で圧力場と速度場は変更
されない。
（2-1）式から得られた速度 u n を適用した連続の式の

残差 C は 0 とならない。

∂u
= C≠0
∂x

・・（2-4）
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3）連続の式の残差 C を求める。
4）連続の式の収束判定を満せば終了する。未収束の時は
次の手順に進む。
5）圧力のポアソン方程式を解き、圧力 p を求め、差分
により圧力勾配を求め手順 1）にもどる。

３．マ ト リ ッ ク ス ソ ル バ [ 残 差 切 除 法 ]
本解法は近似解 U m にどのような修正を施せば、
残差が小さくなるかという考え方で反復的に解を求
めていく。
3.1

（2-3）式の * で示した項は速度の発散、すなわち非圧
縮性流れの連続の式である。そこで * の項を 0 とな
るよう強制して求めた圧力勾配をポアソン方程式のソース
項とする。
（2-3）式のソース項を修正した圧力のポアソン方程式
は、

∂  ∂P 
∂
=




∂x   ∂x   ∂x 

 ∂P

 ∂x 


old

 
∂  ∂u
 − −ρ 
  ∂t  ∂x 
 

n


となる。この式から求めた p を p

new

 
 ・・（2-5）

 
として、運動量保

存則を解くことにより連続の式の残差 C を遂次的に 0
とすることができる。

2.2

残差方程式の定式化

運動量保存則や圧力のポアソン方程式などの微分
方程式を離散化して得られる差分方程式は

A ⋅U =
f

・・(3-1)

ここで

A は係数マトリックス、 U は未知数、 f

はソース項である。
今 、 式 (3-1) の 近 似 解 を U m 、 残 差 を
動量を φ とすれば

rm 、 摂

r m = f − A ⋅U m

・・(3-2)

=
U U m +φ

・・(3-3)

計算手順

ある時間ステップでの計算手順を図 2-1 のフローチャ
ートに従って説明する。以下の検証計算では、各方程式の
収束判定値εとしては 10−13 を与えている。
1）圧力と速度の初期値と境界条件を与える。速度の初期
値は連続の式を満たしているものとする。（例えば、
全領域の速度を 0 とする）
2）運動量保存則の収束解 u を後で述べるマトリックスソ

と 書 け 、 式 (3-1) 、 (3-2) 、 (3-3) か ら 残 差 方 程 式
(3-4) が得られる。

A ⋅φ =
rm

・・(3-4)

U に関する境 界 条 件 は 次 式 で 与 え ら れ る 。

U = UB

： 第一種境界

ルバ[残差切除法] により求める。

∂U  ∂U 
=
 ： 第二種境界
∂ξl  ∂ξl  B

開始
Ａ
○

 ∂p 
入力：  ∂x 
 

OLD

添字

運動量保存則

B









・・(3-5)

は境界上の値であることを示す

又、近似解 Um が境界条件を満たしていれば φ

出力： u
入力： u

に関する境界条件は以下のようになる。

連続の式
出力：C（連続式の残差）

終了

C：ε

∗

 ∂p   ∂p 

 

入力：=
 ∂x   ∂x 

OLD

∂u
+ρ 
∂t

φ ≡0
∂φ
≡0
∂ξl

： 第一種境界

： 第二種境界








・・(3-6)

圧力のポアソン方程式

Ａ
○

 ∂p 
出力：  ∂x 
 

NEW

図 2-1 時間ステップ内の計算フローチャート
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3.2

3.3

残差切除法のアルゴリズム

最初に残差方程式 (3-4) を ADI 法などの数回の
反復で近似解 ψ m を求める。次に残差ノルムを最小
とする合成摂動量 φm を(3-7)式から、新しい近似
解 U m +1 を ( 3 - 8 ) 式 か ら 求 め る 。
L

・・(3-7)

l =2

・・(3-8)

こ こ で α=
( l 1, 2, 3, ⋅⋅⋅, L ) は 残 差 最 小 化 係 数 で 、
l

l ごとの定数である。 φm は残差ノルム

r m +1

を

最小とする合成摂動量である。
新 し い 近 似 解 U m +1 の 残 差 r m +1 は 式 ( 3 - 2 ) 、
(3-7)、(3-8) から次のように与えられる。

= f − A ⋅U

4 ） 残 差 最 小 化 係 数 αl を 計 算 す る 。
5 ）=
φ m α1ψ m + Σ α lφ m −l +1 ,
l =2

+1
U m=
U m +φm

を求め

る。
こ れ で 一 巡 し 、 2) ～ 5) の 手 順 を 繰 り 返 す こ と に よ
っ て φ → 0 ， r m +1 → 0 ， U m → U ∞ に 、 又 ノ イ マ ン
問題の場合は

∂φ
→ 0 ， r m +1
∂ξ 

は取り得る最小値に、

U m は U ∞ に収束する。

m +1

= f − A ⋅ U m − Aφ m

４. ボアズイユ流れと平板翼列流れによる検証結果

L

= r m − α1 A ⋅ψ m − Σ α l A ⋅ φ m −l +1

・・(3-9)

l =2

よ っ て 残 差 ノ ル ム は 次 式 で 与 え ら れ 、 αl は 最 小 二
乗法により求める。

r m +1 =

解 ψ m を求める。
L

+1
U m=
U m +φm

r

本 解 法 の 計 算 の 手 順 は 次 の よ う に な る 。 （ 図 3-1
参照）
1）初期近似値を与える。
2 ） 残 差 r m = f − A ⋅U m を 求 め る 。
3 ） A ⋅φ =
rm を ADI 法 等 の 最 小 単 位 の 反 復 で 近 似

=
φ m α1ψ m + Σ α lφ m −l +1

m +1

計算手順

本数値解析コードの検証計算例として、平行平板間のボ
アズイユ流れと平板翼列流れについて精度検証を行った。。
計算条件を表 4-1 に、また、使用した計算格子を 図 4-1
に示した。流れは低レイノルズ数の非圧縮性領域の流れで
ある。

2

L


Σ Σ Σ r m − α1 A ⋅ψ m − Σ α l A ⋅ φ m −l +1 
i j k
l =2



表 4-1
入口断面
流路長さ
流速
流れの動圧
レイノルズ数
格子点数

・・(3-10)
さ て 、 α1 , α 2 ⋅⋅⋅ α L が 定 ま れ ば 式 ( 3 - 7 ) か ら φ m
が 、 式 ( 3 - 8 ) か ら 新 し い 近 似 解 U m +1 が 求 め ら れ
る 。 残 差 方 程 式 (3-4) に 戻 っ て こ の プ ロ セ ス を 繰
り返すことによって、残差のノルムを 0 又は最小に

計算条件
0.005 ｍ
0.025 ｍ
0.01 ｍ／ｓ
3.23 Ｐａ
3.42
101×21×21
131×31×31

する解 U ∞ に収束する。

(a) 等間隔格子
101×21×21

4.1

図 3-1

残差切除法のフローチャート

(b) 不等間隔格子
131×31×31
図 4-1 計算格子

平行平板間のボアズイユ流れ

ボアズイユ流れの境界設定を 図 4-2 に示した。上下の
青色部が平板壁面、左右の境界はすべり壁である。入口速
度分布はボアズイユ流れの厳密解、出口速度はノイマン条
件を与える。又、速度の過去値としてボアズイユ流れの厳
密解を与え、圧力の初期値を全領域でゼロとした。よって
この計算は時間反復なしに厳密解に収束するべきものであ
る。
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4.2

平板翼列の流れ

図 4-3 に連続の式の残差履歴を、 図 4-4 に初回反復時
と収束時の流量の主流方向分布を示した。残差ノルムは単
調に減少しており約 1300 反復で収束している。
無次元流量は初回反復時には入口で 1.0、下流では約
0.999 であるが、収束時には入口から出口まで 1.0 となっ
ている。
図 4-5 には、収束時の圧力計算値と厳密解の差を示した。
その差は全点で 10－１1 以下であり、充分な収束精度を示
している。
圧力の主流方向分布の変化を 図 4-6 に示した。反復が
進むにつれて圧力が下流方向に直線的に降下する分布とな
っており、収束時には 図 4-5 に示したように厳密解と一
致する。入口、出口の圧力差は無次元で -11.686 、有次
元で 37.777Pa であり、レイノルズ数から算出される厳密
解と一致する。
最後に平板間の主流速度分布を 図 4-7 に示した。グラ
フは入口から出口までの速度分布を重ね書きしており、一
定であることを示している。
0 乗⇒
残差ノルム
流れ
‐15 乗⇒

図 4-2 ボアズイユ流れ
の境界設定
青：平板壁面

平板翼列流れの境界設定を 図 4-8 に示した。青色の部
分が翼及び壁面である。入口速度は一様流、出口速度はノ
イマン条件である。流入部上下境界と左右の境界はすべり
壁条件である。速度の過去値は一様流、圧力の初期値は
0 を与えている。この計算は１時間ステップのみで時間
進行をしていない。
まず、計算の収束性についてみると、図 4-9 のように
連続の式の残差ノルムは単調減少して約 4000 反復で収束
している。初期残差ノルムは 10 ＋１ 、 収 束 時 に は 10 －９
である。
次に流量の分布図 4-10 を見てみると初期には入口から
上 下 壁 の 開 始 位 置 ま で は 1.0 、 以 後 前 縁 （ LE ） ま で は
0.985、後縁（TE）までは 0.97、以後出口まで 0.985 とな
っている。収束時には前、後縁にわずかに流量の少ない部
分がみられるものの他の断面では 1.0 となっている。
主流方向の圧力分布を見てみると、翼の前縁、後
縁にピークが表れている。ピークは翼面を含む境界
面内にある。
速度の主流方向分布を 図 4-12 に、翼間分布を図
4-13 に示した。
図 4-12 の主流方向速度分布を見ると、翼面で境界
層が発達していることがわかる。
図 4-13 の翼間分布では境界層の影響により内側の
主流速度が加速されていることがわかる。

図 4-3 連続の式の残差履歴
横軸：時間ステップ内の
反復回数
残差ノルム

0.0
1.0
解の差

0.9992

-1.0×10

図 4-4 流量の主流方向分布
青：初期 赤：収束時

0

-11

図 4-5 圧力の計算値
と厳密解の比較
横軸：主流方向位置

N=1

N=100

図 4-9 連続の式の
残差履歴

上下壁の開始位置
1.0
LE

TE

0.96

N=10

-10

図 4-8 平板翼列の境界設定
青：翼及び壁面
赤：すべり壁

主流速度

図 4-10 流量の主流方向分布

図 4-7 収束時の平板間
速度分布
反復回数 1500

P=0

N=1500

図 4-6 圧力分布の逐次
反復回数 N による変化

(a) 初期分布
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TE
LE

LE
400⇒

300⇒

(b) 反復回数 1
図 4-11

(c) 反復回数 5000
圧力の主流方向分布

LE TE

LE

TE

図 5-1

キャビティと計算格子 21×21×21

ノルムと最大値

(a) 反復回数 1
(b) 反復回数 5000
図 4-12 主流速度の主流方向分布

-11 乗

図 5-2 連続の式の残差履歴
横軸：時間ステップ数、Δｔ＝0.01

(a) 反復回数 1
(b) 反復回数 5000
図 4-13 主流速度の翼間分布

５. キャビティ流れによる検証
次に正方形キャビティ内の流れによる検証について述べ
る。計算条件を表 5-1 に、キャビティの模式図と計算格
子を図 5-1 に示した。キャビティは模式図の上面が左から
右へ無次元連度 1.0 で移動している。下面及び左右の壁は
固定壁であり、紙面の垂直な方向に溝状の形をしている。
溝の両端にはすべり壁条件を与えている｡
計算開始時の速度過去値は 0、速度初期値は上面＝1.0、
その他は 0。圧力の初期値は全領域で 0 とした。
時間ステップを進めるにつれて上面に引きずられ内部で
も除々に渦が形成される。
図 5-2 に連続の式の残差のノルムおよび最大値の時間
履歴を示した。残差はいずれも単調に減少し、80 ステップ
で収束している。
文献 4 との比較を図 5-3、4 に示した。速度ベクトル、
流線を見ると両者は定性的に一致している。
表 5-1 計算条件
正方形の一辺の長さ 0.01 ｍ
流速
0.015 ｍ／ｓ
レイノルズ数
10
格子点数
21×21×21
無次元時間刻み
0.01

文献４
図 5-3

検証結果
速度ベクトル図

文献４

検証結果
図 5-4

流線図

６．まとめ
高精度化アルゴリズムの有効性を確認するために、平行
平板間ポアズイユ流れ等について非圧縮性流れ、直交格子
により検証計算を行った。
検証結果から以下の点がわかった。
１．連続の式の残差の収束は単調で停留後は再び残差が増
加することはなかった。
２．時間ステップを進めない定常計算においてポアズイユ
流れで収束時の残差ノルムは 10－１３となり、平板翼列
流れでは 10 －９ となった。又、ボアズイユ流れの解は
厳密解と一致した。
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３．時間ステップを進める非定常計算により行ったキャビ
ティ流れでは時間ステップ収束時の残差ノルムは
10 －11 であり、計算結果は文献とも定性的に一致し妥
当であった。
４．よって高精度化手法の有効性を確認できた。
今後は対象を非直交格子に拡張し検証を進めていく予定
である。
本報告の作成にあたり次の方々にご協力いただきました。
本原稿の作成にはＪＡＸＡ研究開発本部の賀澤 順一研
究員、計算結果の可視化にはエー・エス・アイ総研の石山
毅氏の両氏の援助に対してここに名前を記して感謝いたし
ます。
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大規模詳細反応を考慮した流体の高速・高効率計算法の開発：
ダイナミックマルチタイムスケール法の適用
寺島洋史，越光男（東大），森井雄飛（総研大）

A fast and eﬃcient method for simulations of reacting ﬂows with large detailed
chemical kinetics: application of a dynamic multi-timescale method
Hiroshi Terashima, Mitsuo Koshi (Univ. of Tokyo), and Youhi Morii (Grad. Univ. for Advanced Studies)
ABSTRACT
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handling reactive flow simulations with large detailed chemical kinetics efficiently.
with large detailed chemical kinetics efficiently.

1. Introduction
複雑な燃焼反応系に対する詳細化学反応機構の自動生成

[1, 2] が可能になってきた現在，新たな燃料設計や高効率・
低公害燃焼器開発（着火特性や消炎現象の予測）を行う上
で，大規模詳細反応機構を数値流体解析（CFD ）に取り込
むことが強く要望されている．
しかし，大規模詳細化学反応機構を CFD 解析に組み込
む場合，次の 3 点が大きな問題になると考えられる：1）化

学反応方程式の強い硬直性，2）化学種移流方程式の増加，

3）混合輸送係数の計算時間増加．これらの問題から，数
百数千の化学種，数千数万の素反応から構成される大規模
詳細化学反応機構を CFD 解析コードに取り込むことは容
易でなく，非常に挑戦的な課題となっている．実際，大学
や研究所で開発されたコードをはじめ，商用汎用コードに
おいても，大規模詳細化学反応機構を適用できる CFD 解
析コードは未だ無く，開発途上といえるだろう．

1 つ目の硬直性の問題は，化学種間の特性時間が大きく
異なることが原因である．例えば，高圧水素燃焼では，陽解
法を使用した場合，時間刻み幅として ∆ t = 10 − 12 ～10− 13

s 程度が必要という報告もあり [3]，そのような時間刻み幅
を用いて CFD 解析を行い，結果を得ようとするのは非現
実的である．また，通常の CFD 解析では，化学種の数だ
け移流方程式を解かなければいけない．数千の化学種の移
流方程式を解くことはやはり現実的ではない．これが 2 つ

目の問題点である．3 つ目の問題は，あまり取り上げられ
ないが，化学種数が 20 を超えると，混合気体の輸送係数
の評価が反応性流体計算の律速になるという問題として知
られている [4]．

これらは，いずれも解決しなければいけない問題である
が，本研究では 1 つ目の問題に焦点を当てる．方程式の硬
直性を避けるには，陰解法の使用や速い反応プロセスの除
去，例えば，Intrinsic low-dimensional manifold (ILDM)

[5] の適用などが行われる．実際，ソフトウエアとして提
供されている VODE （後退微分公式法により硬い微分方
程式を解く）[6] や DASPK （後退微分公式に基づき，硬い
常微分方程式と同様に微分代数方程式も扱える）[7] は，0
次元問題に対しては非常に強力かつ高速な手法であるが，
化学種数の増加に伴い，初期化と行列計算の必要性から，
多次元 CFD 解析への適用が困難となる．ILDM 法も効率
的な方法であるが，低次元の manifold 作成など，複雑な
炭化水素系では未だ適用が困難である．
そこで，本研究では，計算負荷や多次元 CFD 解析への
応用容易性を考え，最近，Gou et al. [ 8] により提案された

dynamic multi-timescale (MTS) 法に注目した．本論文で
は，MTS 法を幅広い条件で計算速度や精度を確認し，実
際に CFD 解析との連成を行うことで，その可能性を示す．
我々は，2 つ目の問題に対しても，解くべき方程式の劇
的な削減を目指し別途研究を進めており [9]，最終的には
大規模詳細化学反応機構を CFD 解析に組み込める高速・
高効率アプローチの開発を目指している．

2. Numerical method
本研究では，非粘性反応流を考え，オイラー方程式を支
配方程式とする（記述は 1 次元とし，粘性，熱伝導，拡散
は無視する）
：

∂E
∂Q
+
= S,
∂t
∂x

(1)
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ここで，保存量ベクトル Q，流束ベクトル E ，そして生

ここで，T は温度，ei は化学種 i の内部エネルギー，そし

成ベクトル S はそれぞれ，

 
 

ρu
0
ρ

 
 

 ρu + p 
0
 ρu 


, S =  ,
Q=
 
 , E = 

(E + p)u
0
E

て cv は質量当たりの定積比熱である．ちなみに，CFD 解

ρuYi

ρYi

析から得られた密度，速度，内部エネルギーから，温度は，
式 (3) と (4) により，

(2)

ωi

と構成され，密度 ρ，速度 u，全エネルギー E ，圧力 p，化
学種 i の質量分率 Yi ，質量当たりの反応生成速度 ωi であ
る．理想気体の状態方程式を用いる．よって，全エネルギー
と圧力は，

∑

E = −p + 0.5ρuu +
ρYi hi ,
)
(∑
p=ρ
Yi R/Mi T,

T =

−E + 0.5ρuu + ρh(T )
∑
,
ρ Yi R/Mi

(10)

と与えられ，反復法で算出される．

式 (8) と (9) を時間積分する際に問題となるのが，化学
種間の特性時間の違いによる硬直性である．本研究では，
時間刻み幅の制限を避けるため，MTS 法 [8] を適用する．

MTS 法では，化学種の特性時間を減少速度 Di（反応速
(3)
(4)

と定義される．ここで，R は気体定数，hi はエンタルピー，
そして Mi は分子量である．

度は，ωi = Pi − Di と書くことができ，Pi は生成速度で

ある）を用いて評価し，その特性時間に応じて化学種をグ

ループ分けし，グループごとに適切な時間刻み幅を設定し
て時間積分する．
概念図を図 1 に示す．例えば，fast mode と判断された

流体と反応の時間スケールの違いを考慮し，式 (1) に対

グループは小さな時間刻み幅で積分され，収束した時点で

し，流体移流項と反応生成項を別々に解く splitting を適

計算を終了する（収束したグループの化学種質量分率 Yi

用する．つまり，保存量 Q の更新は，

は凍結する，また fast mode ほど速い収束が期待できる）．

Qn+1 = LF LR Qn ,

(5)

ここで，流体オペレーター LF ，反応オペレーター LR を
それぞれ次のように定義する：

∂Q ∂E
+
= 0,
∂t
∂x
dQ
LR :
= S.
dt
LF :

(6)
(7)

式 (7) では，密度と内部エネルギーは一定であると仮定し
て反応方程式のみを解く．式 (5) は系として時間 1 次精度に

収束判定は式 (17)，(18) により行う．順に，intermediate

mode へと移り，最終的に，slowest mode が，設定された
∆tbase まで時間積分される．ここで，特性時間が短いグ
ループが時間積分されている間，特性時間が長いグループ
も，同じ時間刻み幅で積分されていることに注意していた
だきたい．MTS 法では，全ての化学種が何ら仮定無く積
分されるので，準定常法や部分平衡のような仮定が入らな
いことも利点である．
Group
Δt F

Fast group

限定されるが，Splitting における精度向上には，Strange-

type [10] の適用などが考えられる．

Δt F

Numerical method for fluid dynamics

Δt F

Δt M

Intermediate group
Δt base

Δt M

流体方程式 (6) に対して，数値流束を AUSM [11] で評価し，

Slow group

Time

MUSCL で高次精度化し，minmod 制限関数を使う．また，
時間積分には TVD Runge-Kutta 法 [12] を使用した．

Δt S

Figure 1: Schematic of MTS method: time integration
process.

Numerical method for reactions

移流を無視し，密度と内部エネルギーが一定であると仮定
した化学反応方程式 (7) は，次のように書くことができる：

ωi
dYi
= ,
dt
ρ
∑
dT
ei ωi
=−
,
dt
ρcv

それぞれのグループの時間刻み幅を ∆tg とすると，式

(8) と (9) は単純な Euler 陽解法を用いて，
ωi
,
ρ
∑
− ei ωi
= T m + ∆tg
,
ρcv

(8)

Yim+1 = Yim + ∆tg

(11)

(9)

T m+1

(12)
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と積分される．m は化学反応式の内部反復ステップを意味

位グループを積分する必要はなくなる．収束判定は，以下

し，収束，もしくは ∆tbase に到達した時点で Yi や T が

のように行い，

CFD 解析に受け渡される．

Ns,g

各グループに対する適切な時間刻み幅 ∆tg をどのよう
に決めるかが重要となる．まず，化学種の特性時間 τi は，

τi =

Yi
Di

プ数 NT とどの化学種がどのグループに所属するかを示
すインデックス Ni を以下のように定義する（グループは

O(10) 範囲で分けられる）
：
)
∆tbase
+ 1,
NT = log10
τmin
(
)
∆tbase
Ni = log10
+ 1,
τi

(14)
(15)

ここで，τmin は最も小さな特性時間であり，原論文では
言及されていないが，本研究では，ゼロ割を避けるため，
適当な小さな値（例えば 10−14 ）で制限している．最終的
に，各グループの時間刻み幅は，式 (15) に対応して，

∆tbase
∆tg = α Ng −1
10

i

かつ，

(13)

と計算することができ，これを基に，生成される全グルー

(

∑

(16)

と定義する．Ng はグループ番号である（例えば，Ng = 1
のとき，∆tg = α∆tbase ）．係数 α は，これも原論文では
述べられていないが，本研究で導入した α ≤ 1.0 の任意の

定数であり，計算安定のため α = 0.25 を用いている．
ここで，以上の手順をまとめる．

dYi /dt
< 1.0,
ATOL + RTOL|Yi |

dT /dt
< 1.0,
ATOL + RTOL|T |

(17)

(18)

ここで，Ns,g はあるグループに属する化学種数である．ま
た，絶対誤差 ATOL が 10−13 ，相対誤差 RTOL が 10−4 と
設定した．
以下の結果では，全ての計算で，∆tbase = 1 × 10−8 s と

設定した．圧縮性 CFD 解析で陽解法を使った場合を想定
すると，典型的な時間刻み幅と考えられる．

3. Validation
Validation
performance
of MTS
andand
performance
of MTS
まず，硬直性の例を示すため，化学種特性時間 τi （式

(13)）とグループの変遷（式 (15)）を図 2 に示す．当量比
1 の CH4 /O2 の着火問題で，初期圧力 0.1 atm，温度 1800
K とした．反応機構は，KUCRS [2] で生成され，68 化学
種，334 反応から成る．温度履歴は，図 3(a) に示される．
代表的な 4 化学種の結果を示しているが，各化学種の特
性時間がダイナミックに変化し（着火時 t = 0.45 ms あた
りで小さくなる），それらの値も化学種間で大きく異なっ
ていることがわかる．例えば，H2 O2 は，CO2 よりも小さ
な特性時間を有し，それに応じた時間刻み幅の必要性が示
唆される．また，ここで重要なことは，着火後の平衡状態

1. CFD 解析から，Yi ，T ，p を得る

においても，特性時間は決して大きくはならないことであ

2. 式 (13) により，化学種の特性時間 τi を評価する

つことを意味している）．

3. 式 (15) により，化学種をグループに分ける
4. 式 (16) で定義される時間刻み幅で式 (11) と (12) に従
い，各グループを時間積分する

5. 収束判定は，グループごとに行い，収束したグループ
はその時点で化学種質量分率 Yi を凍結する

6. ∆tbase まで積分後，Yi ，T ，p を CFD 解析に渡す
先にも書いたが，時間積分は，それぞれのグループが，収
束，もしくは ∆tbase に到達した時点まで行う．すなわち，

る（ωi ≈ 0 であるが，反応は起こっており，Di は値を持
図 2(b) に示されるように，グループ数も時間と共に
動的に変化していることがわかる．式 (15) に従ったグ
ループ生成では，最終的に最大 6 つのグループが生成
される．この例では，fastest group は，C3 H6 OOHab，

C3 H6 OOHba，CHOC2 H4 OOHb，CHOC2 H4 OOHc，
CH3 COCH2 OOH から構成されている．
この問題を VODE 法（後退微分公式法を基にした直接
積分法）[6] と比較したものを図 3 に示す．MTS 法の結果
は，着火遅れ時間や温度履歴，CO2 と OH のモル分率，い
ずれも VODE 法の結果とほぼ完全に一致する．
他の例として，当量比 1 の nC7 H16 /O2 の着火問題の結

条件によっては，上位（特性時間が短い）グループが収束

果を図 4 に示す．初期圧力 0.1 atm，温度 1500 K の例で

せずに，∆tbase に到達することもあり得る．その場合，下

ある．反応機構は，先と同様に KUCRS で生成され，373
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化学種，1071 反応から成る．この結果からも，MTS 法に
より，VODE 法の結果がほぼ再現できることがわかる．
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Figure 2: Properties on CH4 /O2 ignition problem.
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Figure 3: Comparison between MTS and VODE for
CH4 /O2 .

Coupling
with
CFD:
a shock
tube problem
4. Coupling
with
CFD:
a shock
tube problem

表 1 に，MTS 法と VODE 法による計算時間の比較を

CFD 解析との連成の例として，1 次元衝撃波管問題を

示す．上記の例に加えて，H2 /O2 （初期圧力 0.1 atm，温

取り上げた．当量比 1 の H2 /O2 予混合気を考え，初期温

度 1000 K，当量比 1）と nC4 H10 /O2（初期圧力 0.1 atm，

度 1000 K，圧力を左半分領域 pL = 1.0 atm，右半分領域

温度 1500 K，当量比 1）のケースも示している．化学種数

pR = 0.3 atm と設定した．計算領域は，20 cm で，201 点

が増えるにつれて，MTS 法の効率性が VODE 法に比べ劇

で解像している．

的に良くなることがわかる．これは，VODE 法などの陰

図 6 は，0.07 ms 後の温度プロファイルを VODE と MTS

解法が行列演算の必要性から，少なくとも O(N 2 )（化学

法で比較したもので，衝撃波背後の温度や膨張波領域の温

種数 N ）で演算量が増えるのに対して，MTS 法は O(N )

度分布など，ほぼ同様の結果が得られている．

で済むためである．この結果により，MTS 法が非常に効

着火過程を示したのが図 7 であり，T2 から T3 にかけて

率的であり，多次元 CFD 解析への応用に適した手法であ

着火が生じ，T3 では燃焼波面が確認できる．T4 にかけて，

ることが示唆される．

燃焼波面が衝撃波に追いつこうとする様子が見られ，この

最後に，当量比 1 の CH4 /Air に対し，異なる初期圧力と

まま計算を続けると爆轟波に移行することが予想される．

温度で着火遅れ時間と平衡温度を比較した結果を図 5 に示

同様に，当量比 1 の CH4 /Air 予混合気（68 化学種）で

す．ここでは，原論文ではカバーしていない低圧 0.1 atm

の衝撃波管問題の結果（温度分布）を図 8 に示す．領域

と高圧 100 atm も含めた．MTS 法の結果は，どの条件に

は，50 cm で，201 点を使用する．左半分では，初期温度

おいても VODE 法とほぼ一致し，表 1 に示されたように，

を 1000 K，圧力を 1 atm とし，右半分では，温度 2000 K，

CH4 の場合，約 5 ∼ 6 倍計算速度が速い．

圧力 0.3 atm とした．このケースでは，T3 から T4 にか
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Table 1: CPU time comparison on iMac (Intel core
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Figure 4: Comparison between MTS and VODE for
nC7 H16 /O2 .

けて，燃焼波面が衝撃波に追いつき，爆轟波となって伝搬
していることがわかる．

CFD 解析との連成における計算時間の効率性は，表 1
に示した 0 次元計算の場合とほぼ同じ程度であることを明
記する．

5. Conclusions
Conclusions
大規模詳細化学反応機構を CFD 解析に効率的に組み込
むことを目的とし，近年提案された MTS 法を導入し，そ
の性能評価や CFD 解析への適用を行った．MTS 法によ
り，通常用いられる直接積分法 VODE に比べて，特に大
きな反応系で，劇的に計算時間を削減できることを確認
した，各反応系や低圧から高圧まで幅広い条件で，着火特
性を再現できることを示した．また，衝撃波管問題によっ
て，CFD 解析への適用を行い，妥当性を検証した．今後
の検討課題としては，より大きな時間刻み幅を用いた場合
の MTS 法の計算安定性や多次元 Navier-Stokes 方程式へ
の拡張が挙げられる．化学種移流方程式の削減と併せ [9]，
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有限差分法における保存型空間メトリックの空間対称性
と幾何学的解釈
阿部圭晃（東大），飯塚宣行（東大），野々村拓（ISAS/JAXA），藤井孝藏（ISAS/JAXA）

Geometric interpretations and spatial symmetry property of metrics
in conservative form for high-order ﬁnite diﬀerence scheme
by
Yoshiaki Abe, Nobuyuki Iizuka, Taku Nonomura, and Kozo Fujii
ABSTRACT
WhenWhen
the body-fitted
coordinate
system system
is adopted,
some discretized
forms of transform
metrics break
the freestream
the body-fitted
coordinate
is adopted,
some discretized
forms of transform
metrics
break the preservation
freestream
which
is
so-called
geometric
conservation
law
(GCL).
The
GCL
identities
consist
of
surface
closure
law
(SCL)
and
volume
preservation which is so-called geometric conservation law (GCL). The GCL identities consist of surface closure law (SCL)
and
volume conservation
law (VCL),
theidentity
SCL identity
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of spatial
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asymmetric-conservativeforms
formsproposed
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discretizedsymmetric-conservative
symmetric-conservativeforms
discretized

1.

はじめに
圧縮性流れの数値計算において境界適合格子を用
いる際，計算空間と物理空間の座標変換に対して定義
されるメトリックとヤコビアンは GCL （幾何学的保
存則）[6] を満足する事が要請される．GCL はさらに
SCL （面積保存則）と VCL （体積保存則）に分けら
れ [10]，本研究ではこのうち SCL に着目する．SCL
を離散式レベルで満足する為に，様々な空間メトリッ
クの離散化手法が提案されてきた．古くは，有限差分
法に特殊な平均操作を組み合わせる事で適切な空間メ
トリックの離散式を得る手法 [5] が Pulliam と Steger
によって導入された．また，空間メトリックの解析式
を保存型表現に書き換え，空間 2 次精度中心差分を用
いる事で SCL を離散的に満足する手法 [6] が Thomas
と Lombard によって提案されている．また，有限体積
法的な観点から適切な空間メトリックの離散式 [7] [3]
を得る手法も Vinokur によって提案されている．しか
し，Pulliam と Steger が提案した特殊な離散化手法や
Vinokur の有限体積法に基づく手法はいずれも空間的
に低次精度の離散化手法であり，空間的に高次精度の
流体数値計算を要求される場合には精度が十分でない．
そこで，空間的に高次精度の差分を用いる場合であっ
ても SCL を満足するような空間メトリックの評価方法
が，Visbal と Gaitonde [9] [6] によって導入されてい
る．Visbal と Gaitonde は，Thomas らの提案した空
間メトリックの保存型表現が，特定の条件下で任意の
有限差分法に対し SCL を離散的に満足する事を数値
実験的に確かめた．Vinokur と Yee [8] はこれに数学
的な証明を与え，さらに座標不変性の観点から空間的
な対称性を導入した保存型表現を導入した．なお VCL
については，時間メトリックとヤコビアンに対して空

間対称性を持つ保存形式が著者らによって最近導入さ
れた [1]．本研究では，Visbal と Gaitonde が用いた空
間メトリックの保存型表現を非対称保存型メトリック
（ asynmmetric-conservativemetric ）と呼び，Vinokur
らが座標不変性を導入した表現を対称保存型メトリッ
ク（ synmmetric-conservativemetric ）と呼ぶ．
空間メトリックは，解析的には物理空間において面
積ベクトルを各平面に射影した量であり，このような
幾何学的解釈は有限体積法的な観点から空間メトリッ
クを離散化する際の拠り所となる．すなわち，有限体
積法的な観点からは，ある格子点の持つ空間メトリッ
クはその格子点周りのセルの表面積を各平面に射影し
た量として導入する．現在，保存型メトリックは空間
的に高次の有限差分法の下で広く用いられている．し
かし，この保存型メトリックの離散式が，幾何学的に
どのような意味を持つのかを考察した例は我々の知る
限り存在しない．そこでまず，従来の有限体積法によ
る離散化との比較の為，保存型メトリックに空間 2 次
精度の離散化を施して得られる幾何学構造を追求する．
その為，有限体積法を基にした空間メトリックの離散
式の持つ幾何学構造をまとめ，空間 2 次精度で離散化
された保存型メトリックが有する幾何学構造との対応
を整理する．また，上記の空間 2 次精度の離散化を高
次精度有限差分法に基づく離散化に拡張した場合に保
存型メトリックが幾何学構造を持ちうるのかを確認し，
空間的な対称性の有無による保存型メトリックの離散
式の違いを調べる．

2.

計算座標系と支配方程式
ここでは物理座標系と境界適合座標系の導入を行
う．まず，物理空間における時間と物理座標成分を
{ t, x, y, z } ，計算空間での時間と境界適合座標成分を
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{τ, ξ, η, ζ} と定義し，これらの間に
ξ = ξ(x, y, z),
x = x(ξ, η, ζ),

η = η(x, y, z),
y = y(ξ, η, ζ),
t = τ,

ζ = ζ(x, y, z), (1)
z = z(ξ, η, ζ), (2)
(3)

なる関係を仮定する．ここで，{t, x, y, z} は流れの代
表時間と代表長さで無次元化されている．物理空間
から計算空間への座標変換行列を定義し，その成分を
∂ξ/∂x = ξx のように書くと，空間メトリック ξz , ηz , ζz
は

(Non-cons-met.)

ξz /J = xη yζ − xζ yη ,
ηz /J = xζ yξ − xξ yζ ,
ζz /J = xξ yη − xη yξ ,

(4)
(5)
(6)

と導かれる．ここで， (Non-cons-met.) は nonconservative metric，すなわち非保存型の空間メトリックを
意味する．J は変換のヤコビアンであり，具体的に書
き下すと，

∂(x, y, z)
∂(ξ, η, ζ)
=xξ yη zζ − xη yξ zζ + xζ yξ zη
− xξ yζ zη + xη yζ zξ − xζ yη zξ ,

則が破られ正しく数値計算を行えない．その為，一様
流保存性を維持する事を基準とした評価法が知られて
おり，空間メトリックは以下の恒等式で表現される面
積保存則（: SCL）を満たす事を要請する．

Q̂τ = −Êξ − F̂η − Ĝζ ,

Q̂ =

1
J

F̂ =

1
J




ρU
ρ
 ρu 
 ρuU + ξx p 
 ρv  , Ê = 1  ρvU + ξy p  ,
 
J ρwU + ξz p
ρw
e
(e + p)U




ρW
ρV
 ρuV + ηx p 
 ρuW + ζx p 
 ρvV + ηy p  , Ĝ = 1  ρvW + ζy p  ,
ρwV + η p
J ρwW + ζz p
z
(e + p)V
(e + p)W
U = ξx u + ξy v + ξz w,
V = ηx u + ηy v + ηz w,
W = ζx u + ζy v + ζz w,


3. 保存型空間メトリックの導入
3-11 保存型空間メトリックの解析表現
3保存型空間メトリックの解析表現

境界適合座標系で記述された支配方程式は解析的に
は保存則を満たす形式であるが，座標変換行列の成分
を含む項を適切に離散化しなければ，その過程で保存

(9)

(ξy /J)ξ + (ηy /J)η + (ζy /J)ζ = 0,

(10)

(ξz /J)ξ + (ηz /J)η + (ζz /J)ζ = 0,

(11)

(Asym-cons-met.)
ξz /J = (xη y)ζ − (xζ y)η ,
ηz /J = (xζ y)ξ − (xξ y)ζ ,
ζz /J = (xξ y)η − (xη y)ξ ,
(Sym-cons-met.)
ξz /J = {(xη y − yη x)ζ + (yζ x − xζ y)η }/2,
ηz /J = {(xζ y − yζ x)ξ + (yξ x − xξ y)ζ }/2,
ζz /J = {(xξ y − yξ x)η + (yη x − xη y)ξ }/2,

(7)

(8)

(SCL)
(ξx /J)ξ + (ηx /J)η + (ζx /J)ζ = 0,

なお，SCL は数学的には微小体積素の表面が閉じてい
る事を表現する恒等式である．離散化に際しても SCL
を恒等的に満足するように，様々な手法が提案されて
いる．ここでは式 (6) で表現される空間メトリックを，
以下のような保存型表現と呼ばれる表式に書き換える
手法に着目する．

1/J ≡

のように表現される．その他の空間メトリックも同様
に定義されるが，ここでは省略する．
圧縮性 Euler 方程式は境界適合座標系を用いて以下
のように表現され，これに理想気体の状態方程式を加
えて方程式系が閉じる．ここで u = (u, v, w), e, p はそ
れぞれ，物理空間における流速，単位体積当たりの全
エネルギー，圧力であり，方程式中の変数は基準長，基
準状態における密度と音速によって無次元化されてい
る．また，U = (U, V, W ) は反変速度と呼ばれる．

JAXA-SP-12-010

(12)

(13)

ここで，(Asym-cons-met.) [6] [9] と (Sym-cons-met.)
[8] は各々，非対称および対称保存型メトリック（asymmetric ，symmetric conservative metrics）を意味す
る．式 (12) と (13) に基づいて離散化を行った空間メ
トリックは，任意の線形な空間差分法の下で SCL を
満足する [2]. 非対称保存型メトリックは，Thomas と
Lombard によって 2 次精度中心差分法の下で初めて導
入された [6]．その後 Visbal と Gaitonde によって高
次精度有限差分法の下へ拡張され，数値実験によりそ
の有効性が確認された [9]．Vinokur と Yee はこれに
数学的な証明を与え，非対称保存型メトリックに関す
る Visbal と Gaitonde の数値実験結果を裏付ける報告
を行なっている [8]．Vinokur らはまた，座標不変性の
観点から，空間的な対称性を導入した対称保存型メト
リック (13) も導入した．
なおここでは省略するが，対称保存型メトリックは
任意の線形な高次精度差分に対して SCL(9)–(11) を満
足する（但し，同一方向の差分には同じ差分を用いな
ければならない [2]）．
空間 2 次精度で離散化された空間メトリックの幾
何学的解釈
空間メトリック ζz /J は，物理空間における微小体
積素の ζ 一定の面を，z 一定の平面に射影した面積を
表している．離散化された空間メトリック ζz /J に対
しても，同様の幾何学的解釈を可能にするいくつかの
手法が存在する．これらの手法はいずれも離散化され
た SCL を満足するものである．
本節では，有限体積・有限差分法の両観点から，空間

4.
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メトリック ζz /J を離散化した際の幾何学的解釈を与
メトリック ζz /J を離散化した際の幾何学的解釈を与
える．まず，有限体積法に基づく空間メトリック
ζz /J
メトリック
ζz /J を離散化した際の幾何学的解釈を与
える．まず，有限体積法に基づく空間メトリック
ζz /J
の離散化手法：FV1 [7]，FV2 を紹介する．その後，空
える．まず，有限体積法に基づく空間メトリック
ζ
z /J
の離散化手法：
FV1 [7]，FV2 を紹介する．その後，空
間
2 次精度の有限差分法に基づいて非保存型メトリッ
の離散化手法：
FV1
[7]
，
FV2
を紹介する．その後，空
間 (6)
2 次精度の有限差分法に基づいて非保存型メトリッ
ク
，保存型メトリック [(12)，(13)] を離散化する手
間
2(6)
次精度の有限差分法に基づいて非保存型メトリッ
ク
，保存型メトリック [(12)，（
(13)]
を離散化する手
法：2 次精度中心差分を用いた手法
R-FD
）
，S-FDPS，
ク
(6)
，保存型メトリック [(12)，(13)]
を離散化する手
法：
2
次精度中心差分を用いた手法
（
R-FD
）
，S-FDPS，
および SFV2 を導入し，それらの幾何学的解釈を示す．
法：
2 次精度中心差分を用いた手法
（R-FD）
，S-FDPS，
および
SFV2
を導入し，それらの幾何学的解釈を示す．
まず，中心差分オペレータ δ2p /δ2p ξ を (ξj , ηk , ζl ) にお
および
SFV2 を導入し，それらの幾何学的解釈を示す．
まず，中心差分オペレータ
δ2p /δ2p ξ を (ξj , ηk , ζl ) にお
いて，
まず，中心差分オペレータ
δ2p /δ2p ξ を (ξj , ηk , ζl ) にお
いて，
(
)
いて， ( δ2p )
φj+p,k,l − φj−p,k,l

(14)
= φj+p,k,l − φj−p,k,l
(δδ2p2pξ φφ)
2p∆ξ
(14)
j,k,l = φj+p,k,l
− φj−p,k,l
2pξ
δδ2p
2p∆ξ
φ j,k,l =
(14)
δ2p ξ j,k,l
2p∆ξ
と定義する．また，
ξ 方向の平均オペレータは，
と定義する．また，ξ 方向の平均オペレータは，
と定義する．また，
ξ 方向の平均オペレータは，
φj+p,k,l + φj−p,k,l
2pξ
(15)
φ 2pξ|j,k,l = φj+p,k,l + φj−p,k,l,
2 φ
,
(15)
φ2pξ |j,k,l = φj+p,k,l +
j−p,k,l
2
,
(15)
φ |j,k,l =
2
と定義する．同様に，η, ζ 方向の中心差分・平均オペ
と定義する．同様に，
η,
ζ
方向の中心差分・平均オペ
レータも導入出来るが，ここでは省略する．なお，式
と定義する．同様に，
η, ζ 方向の中心差分・平均オペ
レータも導入出来るが，ここでは省略する．なお，式
(14),(15)
内の p は，本節では 1 もしくは 1/2 を採るも
レータも導入出来るが，ここでは省略する．なお，式
(14),(15) 内の p は，本節では 1 もしくは 1/2 を採るも
のとする．
(14),(15)
内の p は，本節では 1 もしくは 1/2 を採るも
のとする．
のとする．

4-1
41 有限体積法からのアプローチ
有限体積法からのアプローチ
4-有限体積法に基づく離散化は，空間メトリックの解
1 有限体積法からのアプローチ
4- 有限体積法に基づく離散化は，空間メトリックの解
1 有限体積法からのアプローチ

析式を直接離散化したものではなく，数学的に定義さ
有限体積法に基づく離散化は，空間メトリックの解
析式を直接離散化したものではなく，数学的に定義さ
れる微小体積素を離散空間での格子セルと同一視する
析式を直接離散化したものではなく，数学的に定義さ
れる微小体積素を離散空間での格子セルと同一視する
というアナロジーによっている．これにより，セルの
れる微小体積素を離散空間での格子セルと同一視する
というアナロジーによっている．これにより，セルの
各面の面積を正しく評価出来れば，セル表面が閉じて
というアナロジーによっている．これにより，セルの
各面の面積を正しく評価出来れば，セル表面が閉じて
いなければならないという
SCL の離散式レベルでの
各面の面積を正しく評価出来れば，セル表面が閉じて
いなければならないという
SCL の離散式レベルでの
要請を満足すると期待される．
いなければならないという
SCL の離散式レベルでの
要請を満足すると期待される．
4 -1 -1 FV1
要請を満足すると期待される．
4-1-1 FV1
4-1-1
FV1
空間メトリック
ζz /J の離散化を以下のように有限
4 -1空間メトリック
-1 FV1
ζz /J[7]の離散化を以下のように有限
体積的な観点から行う
．本研究ではこの離散化手法
空間メトリック ζz /J[7]
の離散化を以下のように有限
体積的な観点から行う
．本研究ではこの離散化手法
を，FV1 [7] と呼ぶ．
体積的な観点から行う
を，FV1 [7] と呼ぶ． [7]．本研究ではこの離散化手法
を，FV1 [7] と呼ぶ．
1

(FV1): ζz /J|j,k,l 
(16)
1 S0 .
S0 .
(FV1): ζz /J|j,k,l  4∆ξ∆η
(16)
1
(FV1): ζz /J|j,k,l  4∆ξ∆η S0 .
(16)
4∆ξ∆η
図 1(a) の各点は，ζ = ζl 平面上にある格子点を
xy 平
図
1(a)
の各点は，
ζ
=
ζ
平面上にある格子点を
xy 平
l S は図 1(a) に示す四辺形
面に射影したものであり，
0
図
1(a) の各点は，ζ = ζl 平面上にある格子点を
xy
平
面に射影したものであり，
S
は図
1(a)
に示す四辺形
0
の面積を表している．すなわち
FV1 では，空間メト
面に射影したものであり，
S
は図
1(a)
に示す四辺形
0
の面積を表している．すなわち
FV1 では，空間メト
リック
ζz /J を S0 の 4 分の 1 として与えており，各辺
の面積を表している．すなわち
FV1 では，空間メト
リック
ζ
/J
を
S
の
4
分の
1
として与えており，各辺
z
0
の中点の座標情報は欠落している．
リック ζz /J を S0 の 4 分の 1 として与えており，各辺
4の中点の座標情報は欠落している．
-1 -2 有限体積法からのアプローチ：FV2
の中点の座標情報は欠落している．
4-1-2
有限体積法からのアプローチ：
FV2
以下のように
ζz /J を離散化する手法を
FV2 と定義
44-1-2
-1以下のように
-2 有限体積法からのアプローチ：
有限体積法からのアプローチ：
FV2
FV2
ζ
/J
を離散化する手法を
FV2 と定義
z
する．
以下のように
ζ
/J
を離散化する手法を
FV2
と定義
z
する．
する．
1
(FV2): ζz /J|j,k,l 
1 (S1 + S2 + S3 + S4 ).
(S1 + S2 + S3 + S4 ).
(FV2): ζz /J|j,k,l  4∆ξ∆η
1
(FV2): ζz /J|j,k,l  4∆ξ∆η (S1 + S2 + S3 + S(17)
4 ).
4∆ξ∆η
(17)
FV2 では，空間メトリック ζz /J を S1 ，S2 ，S3 ，S(17)
4 の
FV2 では，空間メトリックSζz，
/J を S1 ，S2 ，S3 ，S4 の
平均値として与えている．
1 S2 ，S3 ，S4 は図 1(b)
FV2
では，空間メトリック S
ζz1/J
SS1 3，，
SS
2 ，S
3 ，S1(b)
4 の
平均値として与えている．
，Sを
は図
2 ，FV2
に示す
4 つの四辺形の面積を表す．
は4 FV1
と異
平均値として与えている．
S
，
S
，
S
，
S
は図
1(b)
1
2 FV2
3
4 FV1 と異
に示す 4 つの四辺形の面積を表す．
は
なり，注目する格子点を含む周囲
9 点全ての座標情報
に示す
4 つの四辺形の面積を表す．
FV2
は FV1 と異
なり，注目する格子点を含む周囲
9
点全ての座標情報
を取り入れて空間メトリックを評価する手法である．
なり，注目する格子点を含む周囲
9 点全ての座標情報
を取り入れて空間メトリックを評価する手法である．
なお，複雑な格子形状を有する流体数値計算に
FV2 を
を取り入れて空間メトリックを評価する手法である．
なお，複雑な格子形状を有する流体数値計算に FV2 を
なお，複雑な格子形状を有する流体数値計算に FV2 を
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用いる場合，FV1 を用いた場合よりも安定に計算出来
用いる場合，FV1 を用いた場合よりも安定に計算出来
る事が経験的に分かっている．
用いる場合，
FV1 を用いた場合よりも安定に計算出来
る事が経験的に分かっている．
る事が経験的に分かっている．
4-1 -3 有限差分法からのアプローチ：R-FD
4-1-3 有限差分法からのアプローチ：
R-FD
4-1-3
有限差分法からのアプローチ：
R-FD
先の節で導入したセル各面の面積の評価手法は
FV1
4-1先の節で導入したセル各面の面積の評価手法は
-3 有限差分法からのアプローチ：R-FD
FV1
や FV2 以外にも考えられ，より高次精度を実現する
先の節で導入したセル各面の面積の評価手法は
FV1
や
FV2
以外にも考えられ，より高次精度を実現する
ような離散式も構築可能である．しかし，セル各面の
や
FV2 以外にも考えられ，より高次精度を実現する
ような離散式も構築可能である．しかし，セル各面の
面積を求める事を拠り所にする限り，元々の空間メト
ような離散式も構築可能である．しかし，セル各面の
面積を求める事を拠り所にする限り，元々の空間メト
リックが持つ解析式に対してどのような空間精度で離
面積を求める事を拠り所にする限り，元々の空間メト
リックが持つ解析式に対してどのような空間精度で離
散化が行われているかを正確に知る事は困難である．
リックが持つ解析式に対してどのような空間精度で離
散化が行われているかを正確に知る事は困難である．
そこで，空間メトリックの解析式に対して有限差分法
散化が行われているかを正確に知る事は困難である．
そこで，空間メトリックの解析式に対して有限差分法
を基にした離散化を直接的に施す事が，離散式の空間
そこで，空間メトリックの解析式に対して有限差分法
を基にした離散化を直接的に施す事が，離散式の空間
精度を知るという点で重要になってくる．これは，空
を基にした離散化を直接的に施す事が，離散式の空間
精度を知るという点で重要になってくる．これは，空
間的に高次精度の離散化を保証しなければならないよ
精度を知るという点で重要になってくる．これは，空
間的に高次精度の離散化を保証しなければならないよ
うな流体の数値計算では必須の要請である．このよう
間的に高次精度の離散化を保証しなければならないよ
うな流体の数値計算では必須の要請である．このよう
な観点から，任意の有限差分法を直接適用出来，かつ
うな流体の数値計算では必須の要請である．このよう
な観点から，任意の有限差分法を直接適用出来，かつ
SCL
を離散的に満足する事が保証されている保存型メ
な観点から，任意の有限差分法を直接適用出来，かつ
SCL
を離散的に満足する事が保証されている保存型メ
トリックは非常に有用と言える．
SCL
を離散的に満足する事が保証されている保存型メ
トリックは非常に有用と言える．
その一方で，1. で述べたように，保存型メトリック
トリックは非常に有用と言える．
その一方で，1. で述べたように，保存型メトリック
の離散式がどのような幾何学構造を有するかは明らか
その一方で，1. で述べたように，保存型メトリック
の離散式がどのような幾何学構造を有するかは明らか
にされておらず，有限体積法のように数学的な定義と
の離散式がどのような幾何学構造を有するかは明らか
にされておらず，有限体積法のように数学的な定義と
の間にアナロジーが存在するかどうかも分かっていな
にされておらず，有限体積法のように数学的な定義と
の間にアナロジーが存在するかどうかも分かっていな
い．そこでまず，
2 次精度の有限差分法に基づいて保
の間にアナロジーが存在するかどうかも分かっていな
い．そこでまず，
2 次精度の有限差分法に基づいて保
存型メトリックを離散化した場合，どのような幾何学
い．そこでまず，
2
次精度の有限差分法に基づいて保
存型メトリックを離散化した場合，どのような幾何学
構造を有する離散式が得られるかを議論する．対称保
存型メトリックを離散化した場合，どのような幾何学
構造を有する離散式が得られるかを議論する．対称保
存型メトリック
ζz /J(13) に対し，2 次精度中心差分：
構造を有する離散式が得られるかを議論する．対称保
存型メトリック
ζz /J(13) に対し，2 次精度中心差分：
R-FD
を適用した離散化を行うと，以下のようになる．
存型メトリック
ζz /J(13) に対し，2 次精度中心差分：
R-FD を適用した離散化を行うと，以下のようになる．
(R-FD):
R-FD
を適用した離散化を行うと，以下のようになる．

(R-FD):
1
ζ(R-FD):
z /J|j,k,l = 1{(xξ y)η − (xη y)ξ
ζz /J|j,k,l = 21 {(xξ y)η − (xη y)ξ
�
− (x
ζz /J|j,k,l = 2 {(xξ y)
η(y
η y)
ξ(y x) }���
+
x)
−
η ξ
ξ η �
2
+ (yη x)ξ − (yξ x)η }���j,k,l
{
(
)
+ (yη x)ξ − (yξ x)η }� j,k,l
δ2 y )
1 { δ2 (δ2 x
j,k,l
 1 { δ2 ( δ2 xy − δ2 yx )
δ
δ
δ
η
ξ
ξ
2
 1 δ22 δ22 x y − δ22 y x
 2 δ2 η δ2 ξ y − δ2 ξ x(
) }��
δδ2 2ξ (δ2 y
2 δ2 η δ2 ξ
δ2 x ) }�
�
+ δ2 ( δ2 yx − δ2 xy ) }����
���
+ δδ22ξ δδ22ηy x − δδ22ηx y
��j,k,l
+ δ2 ξ δ2 η x − δ2 η y
� j,k,l
�
δ2 η
δ 2 ξ δ2 η
1
j,k,l
(18)
=
1 (S1 + S2 + S3 + S4 ).
(S1 + S2 + S3 + S4 ).
= 4∆ξ∆η
(18)
1
(18)
= 4∆ξ∆η (S1 + S2 + S3 + S4 ).
4∆ξ∆η
ここで，
“×” は物理空間での外積演算を表す記号であ
ここで，“×”
る．また，
r は物理空間での外積演算を表す記号であ
= xj,k,l ex + yj,k,l ey + zj,k,l ez であ
ここで，
“×”rj,k,l
は物理空間での外積演算を表す記号であ
る．また，
= xj,k,l ex + yj,k,l ey e+ ,zej,k,l
ez であ
j,k,l
り，z-comp は z 成分を採る事を表す．
x y , ez はそ
る．また，
r
=
x
e
+
y
e
+
z
e
j,k,l
j,k,l
x
j,k,l
y
j,k,l
り，z-comp
z 成分を採る事を表す．ex , ey , (18)
ezz であ
はそ
れぞれ
x, y, zは方向の単位ベクトルを表す．式
よ
り，
z-comp
は
z
成分を採る事を表す．
e
,
e
,
e
x
y
z はそ
れぞれ
x,
y,
z
方向の単位ベクトルを表す．式
(18)
よ
り，R-FD は有限体積法からのアプローチ FV2 と同
れぞれ
x, y,は有限体積法からのアプローチ
z 方向の単位ベクトルを表す．式
(18)
よ
り，
R-FD
FV2
と同
じ離散化を与える事が分かる．なお，非対称保存型メ
り，
R-FD は有限体積法からのアプローチ FV2 と同
じ離散化を与える事が分かる．なお，非対称保存型メ
トリック
ζz /J(12) に R-FD を適用しても FV1 および
じ離散化を与える事が分かる．なお，非対称保存型メ
トリック
ζz /J(12) に R-FD を適用しても FV1 および
FV2
のような幾何学構造は得られない．
トリック
ζ
z /J(12) に R-FD を適用しても FV1 および
FV2 のような幾何学構造は得られない．
すなわち，
2 次精度中心差分の下では空間対称性の有
FV2
のような幾何学構造は得られない．
すなわち，2 次精度中心差分の下では空間対称性の有
無によって保存型メトリックの離散式が異なり，空間
すなわち，
2 次精度中心差分の下では空間対称性の有
無によって保存型メトリックの離散式が異なり，空間
対称性が無い場合にはセル面積を正しく表すとは言
無によって保存型メトリックの離散式が異なり，空間
対称性が無い場合にはセル面積を正しく表すとは言
えない事が分かる．一方，非保存型メトリックに対し
対称性が無い場合にはセル面積を正しく表すとは言
えない事が分かる．一方，非保存型メトリックに対し
R-FD
を適用しても，離散式に幾何学的解釈を見出す
えない事が分かる．一方，非保存型メトリックに対し
R-FD
を適用しても，離散式に幾何学的解釈を見出す
事は困難である事にも言及しておく．
R-FD
を適用しても，離散式に幾何学的解釈を見出す
事は困難である事にも言及しておく．
事は困難である事にも言及しておく．
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(S-FDPS):

図1

図1

Geometric interpretations for discretized spatial
metric (ζz /J)j,k,l in accuracy of 2nd order. The
Geometric interpretations for discretized spatial
grid of ζ = ζl projected onto z = const plane is
metric (ζz /J)j,k,l in accuracy of 2nd order. The
shown; (a) Discretizations with the use of FV1
grid of ζ = ζl projected onto z = const plane is
and S-FDPS; (b) Discretizations with the use of
shown; (a) Discretizations with the use of FV1
FV2 and S-FDM.
and S-FDPS; (b) Discretizations with the use of
FV2 and S-FDM.

Steger
44-1-4
-1 -4 有限差分法からのアプローチ：Pulliam
有限差分法からのアプローチ: Pulliamとと
Steによる手法
による手法
4-1-4 ger
有限差分法からのアプローチ
: Pulliam と Ste先に導入した
FV1 は Vinokur ら [7] が提唱してい
ger による手法
るものだが，それらは
Pulliam
とら
Steger
[5] が導入し
先に導入した FV1 は
Vinokur
[7] が提唱してい

た離散式を，有限体積法的観点から解釈し直したもの
るものだが，それらは Pulliam と Steger [5] が導入し
である．
Pulliam と Steger は当初，有限差分法的な観
た離散式を，有限体積法的観点から解釈し直したもの
点から非保存型メトリック
(6) に以下のような特殊な
である．Pulliam と Steger は当初，有限差分法的な観
離散化を施す事によって式
を得ている:
点から非保存型メトリック(16)
(6) に以下のような特殊な

離散化を施す事によって式 (16) を得ている:

�
�
ζz /J|j,k,l = xξ yη − xη yξ ��
j,k,l
)( �
)
ζz /J|j,k,l = (
xξ yη −
2η xη yξ � 2ξ
y
δ2j,k,l
δ2 x
(
)(
)
δδ22yη2ξ
δδ22xξ2η

)(
)�
(
δ2 ξ
η
δ2 x2ξ ���
δ2δy22η
(19)
−(
)(
)�
δδ22xη2ξ ���j,k,l
δδ22yξ2η
(19)
−
�
δ2 ξ
δ2 η �
1
j,k,l
S0 .
=
4∆ξ∆η
1
S0 .
=
4∆ξ∆η
式 (19) においては，例えば xξ の離散化に際し，ξ 方向
の差分を計算する前に
η 方向の平均値を採っている．
式 (19) においては，例えば
xξ の離散化に際し，ξ 方向
この平均操作は，図
1(a)
の FV1 において，各辺の中
の差分を計算する前に
η 方向の平均値を採っている．
点の情報を欠落させる作用と同等である．
この平均操作は，図 1(a) の FV1 において，各辺の中
4点の情報を欠落させる作用と同等である．
-1 -5 有限差分法からのアプローチ: S-FDPS
4-1-5
先に，有限差分法からのアプローチ：
2 次精度中心差分の下では非対称保存型メト
4-1-5
有限差分法からのアプローチ
: S-FDPS
S-FDPS
リックが適切な幾何学構造を持たない事に言及した．
先に，2 次精度中心差分の下では非対称保存型メト
本節では，特殊な離散化を行えば，対称・非対称保存
リックが適切な幾何学構造を持たない事に言及した．
型メトリックが共に
FV1 の幾何学構造を表す離散式
本節では，特殊な離散化を行えば，対称・非対称保存
に帰着出来る事を示す．ここで導入する有限差分法
型メトリックが共に FV1 の幾何学構造を表す離散式
を基にした特殊な離散化
S-FDPS や次節で導入する
に帰着出来る事を示す．ここで導入する有限差分法
S-FDM
は空間
2
次精度を実現しており，また高次精
を基にした特殊な離散化 S-FDPS や次節で導入する
度への拡張が容易な離散化手法である．まず，
Pulliam
S-FDM は空間 2 次精度を実現しており，また高次精
と
Steger 非保存型メトリック (6) に導入した，
ξ 方向
度への拡張が容易な離散化手法である．まず，
Pulliam
の差分を採る前に
η 方向の平均を採るという特殊な操
と Steger 非保存型メトリック
(6) に導入した，ξ 方向
作を，非対称保存型メトリック
ζz /J(12) の離散化に導
の差分を採る前に η 方向の平均を採るという特殊な操

作を，非対称保存型メトリック ζz /J(12) の離散化に導

ζz /J|j,k,l = {(xξ y)η − (xη y)ξ }|j,k,l
(S-FDPS):
{
(y) − (x) y) }| (
) }��
ζz /J|j,k,l = δ{(x
ξ η δ2 x η ξ δ2j,k,l
δ
x
�
2
2
2ξ
2η
{
(y
)−
(x
) }���
��
δ
δ
δδ22η
ξ
δ
ξ
η
δ22
2
2
2x
2x
−

y 2ξ
x2η
�j,k,l
�
δ21η
δ2 ξ
δ2 ξ
δ2 η
j,k,l
=
S0 .
(20)
4∆ξ∆η
1
S0 .
(20)
=
4∆ξ∆η
なお，式 (20)
と同様に以下の関係式も成立する．
なお，式
(20) と同様に以下の関係式も成立する．
(S-FDPS):

ζ(S-FDPS):
z /J|j,k,l = {(xyη )ξ − (xyξ )η }|j,k,l
{
(
) ) − (xy
( ) }| ) }��
ζz /J|
j,k,l =δ{(xy
η ξ δ2
ξ η δ2j,k,l
y
y }��
δ
2
2
2η
2ξ
{
(x
)−
(x
) ��
��
δ
δ
δδ22ξ
η
δ
η
y
δ22
22 y
2
2ξ
−

x2η
x2ξ
�j,k,l
�
δ21ξ
δ2 η
δ2 η
δ2 ξ
j,k,l (21)
=
S0 .
4∆ξ∆η
1
S0 .
=
(21)
4∆ξ∆η
式 (20)，
(21) から，Pulliam と Steger が非保存型メ
トリックの離散化に用いた手法を応用した，
S-FDPS
式 (20)，(21) から，Pulliam と Steger が非保存型メ
は非対称保存型メトリック
(12) および対称保存型メト
トリックの離散化に用いた手法を応用した，
S-FDPS
リック
(13)
の両方に同じ離散式を与えると分かる．ま
は非対称保存型メトリック (12) および対称保存型メト
た，その離散式は
ζz /J を S0 の 4 分の 1 として与えて
リック (13) の両方に同じ離散式を与えると分かる．ま
おり，
Pulliam
と
が導入した FV1 と同じ離散
た，その離散式は ζSteger
z /J を S0 の 4 分の 1 として与えて
化を実現している．
おり，Pulliam と Steger が導入した FV1 と同じ離散
化を実現している．
4-1 -6 有限差分法からのアプローチ： S-FDM
保存型メトリックの各項の形は，いわゆる勾配型の
4-1-6
有限差分法からのアプローチ：
S-FDM
4-1-6
有限差分法からのアプローチ：
S-FDM
移流項
[4] と同じ構造を含む．この事に着目し，森西
保存型メトリックの各項の形は，いわゆる勾配型の
らが移流項の離散化に導入した手法
[4] を非対称保存
移流項 [4] と同じ構造を含む．この事に着目し，森西
型メトリックの離散化に適用する．非対称保存型メト
らが移流項の離散化に導入した手法 [4] を非対称保存
リック
ζz /J(12) に対し，以下の離散化：S-FDM を定
型メトリックの離散化に適用する．非対称保存型メト
義する．
リック ζz /J(12) に対し，以下の離散化：S-FDM を定

義する．
(S-FDM):

ζ(S-FDM):
z /J|j,k,l = {(xξ y)η − (xη y)ξ }|j,k,l
(
(
)
) }�
{
1η
�
= {(xδ ξ x
y)1ξ
ζz /J|j,k,l
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(
)
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−
{
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δδ22η
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δ
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−
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δ21η
δ1 ξ
δ2 ξ
δ1 η
j,k,l
(22)
=
(S1 + S2 + S3 + S4 ).
4∆ξ∆η
1
(S1 + S2 + S3 + S4 ).
(22)
=
4∆ξ∆η
式 (22)
と同様に，以下の関係式も成立する．
式(S-FDM):
(22) と同様に，以下の関係式も成立する．

ζ(S-FDM):
z /J|j,k,l = {(xyη )ξ − (xyξ )η }|j,k,l
(
(
)
) }�
{
1η
1ξ
�
ζz /J|j,k,l
= {(xy
η )ξ − (xyδ
ξ )η }|j,k,l δ y
δ
y
δ
�
2
1
2
1
1η
1ξ
(x
(
)
)
}�
x
−
{
��
1η
1ξ
��
δ
δ
δδ22ξ
η
δ
η
ξ
y
y
δ
1
2
1
2
1η 1
1ξ 1
−

x
x
�j,k,l
�
δ21ξ
δ1 η
δ2 η
δ1 ξ
j,k,l
=
(S1 + S2 + S3 + S4 ),
(23)
4∆ξ∆η
1
(S1 + S2 + S3 + S4 ),
=
(23)
4∆ξ∆η
式 (22)
，(23) から，S-FDM は非対称保存型メトリッ
ク
および対称保存型メトリック
(13) の両方に同
式 (12)
(22)，
(23) から，S-FDM は非対称保存型メトリッ
じ離散式を与えると分かる．また，その離散式は
ζz /J
ク (12) および対称保存型メトリック (13) の両方に同
を
S1 , S2 , S3 , S4 の平均値として与えており，先に紹介
じ離散式を与えると分かる．また，その離散式は
ζz /J
した
と同じ離散化を実現している．
を S1FV2
, S2 , S
,
S
の平均値として与えており，先に紹介
3
4
した FV2 と同じ離散化を実現している．
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4-1-7
4-1-7 有限差分法に基づき離散化された保存型メトリッ
有限差分法に基づき離散化された保存型メト
クの幾何学的解釈
リックの幾何学的解釈

以上のように，有限差分法の下でも空間メトリック
の離散式に有限体積法的な幾何学的な解釈を可能にす
る手法をいくつか示した．図 2 は，有限差分法を用い
た場合の空間メトリックの離散式と，従来の有限体積法
的な観点から得られる幾何学構造を関連付けた図であ
る．非保存型メトリックの離散化に Pulliam と Steger
が導入した特殊な手法を用いると，FV1 と同一の離散
式を得る．また，非対称保存型メトリックに Pulliam
と Steger の離散化を応用した S-FDPS(20)，森西らの
離散化を適用した S-FDM(22) を用いると各々 FV1，
FV2 と同一の離散式を得る．さらに，対称保存型メト
リックに S-FDPS(20)，S-FDM(22) を用いた場合にも
各々 FV1，FV2 と同一の離散式を得る．一方，対称
保存型メトリックに 2 次精度中心差分 R-FD(18) を用
いた場合には，FV2 と同一の離散式を得る．このよう
に，2 次精度中心差分法を用いて従来の有限体積法と
同一の幾何学的形状を再現出来るのが対称保存型メト
リックのみであり，かつ幾何学的に格子形状をより忠
実に再現する離散式を与えるという事は特筆すべき点
である．

タを用いると，ζz /J(13) は以下のように離散化される．

ζz /J|j,k,l =


=

1
2

{

δ
δη

(

1
{(xξ y)η − (xη y)ξ
2

�
�
+ (yη x)ξ − (yξ x)η }�

j,k,l

)
(
)} ��
δx
δy
δ δy
δx
�
y− x +
x−
y
�
�
δξ
δξ
δξ δη
δη

Mb
Ma
∑
∑

j,k,l

bn am

n=Lb m=La

[

1
{(rj+m,k,l − rj,k+n,l )
∆ξ∆η
× (rj+m,k+n,l − rj,k,l )
+ (rj+m+1,k,l − rj,k+n+1,l )
× (rj+m+1,k+n+1,l − rj,k,l )
− (rj+m,k,l − rj,k+n+1,l )
× (rj+m,k+n+1 − rj,k,l )
− (rj+m+1,k,l − rj,k+n,l )
]
× (rj+m+1,k+n,l − rj,k,l )}

=

z-comp

Mb
Ma
∑
∑

n=Lb m=La

bn am (SA;m,n + SB;m,n − SC;m,n − SD;m,n )
(26)

ここで，S1;m,n , S2;m,n , S3;m,n , S4;m,n は図 3 に示す 4
つの四辺形の面積を表している．式 (26) は，任意の有
限差分法の下で，対称保存型メトリック (13) に有限体
積法のような幾何学的解釈を施せる事を示している．
例えば，4 次精度中心差分を適用すると，
図2

Summary of geometries for discretized spatial
metric (ζz /J)j,k,l in accuracy of 2nd order. Arrows indicate the discretizations in terms of ﬁnite
diﬀerence schemes.

4-2
4- 2 高次精度スキーム
高次精度スキーム
本節では，前節で対称保存型メトリック ζz /J(13) に
導入した 2 次精度の離散化を，高次精度に拡張する．

Ma
∑
δ
φj,k,l =
am (φj+m+1,k,l − φj+m,k,l ),
δξ

)
4 (
∑
1
16
1
2
2
SAα + SBα − SCα − SDα
4∆ξ∆η α=1 9
36
9
9
(27)
となり，図 4 に示す 16 個の四辺形の加重平均となる．
また，2 次精度中心差分を用いた時には式 (26) は式
(18) に帰着し，図 1 に示される FV2 の幾何的構造と
一致する．なお，非保存型メトリック，非対称保存型
メトリックを用いた場合には，いずれも本節のような
幾何的構造は得られない事が分かっている．
まとめ
空間メトリック（非保存型メトリック，非対称・対
称保存型メトリック）が，離散的にどのような幾何学
的構造を有するかについて議論した．その為にまず，
従来から用いられている有限体積法的な観点から空間
メトリックを離散化する手法を 2 つ紹介した．このう
ち，注目する格子点を含むセルの幾何形状の再現性と
いう観点から，2 つの手法には優劣が存在しうる事を指
摘した．その後，有限差分法的な観点から非保存型メ

5.

(24)

m=La

Mb
∑
δ
φj,k,l =
bm (φj,k+m+1,l − φj,k+m,l ),
δη

ζz /J|j,k,l =

(25)

m=Lb

式 (24)，(25) で定義した任意精度有限差分オペレー
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されたが，特に空間的な対称性を有する対称保存型メ
トリックは自然な有限差分法の下で，格子の幾何形状
をより良く再現する離散式を与える事が分かった．ま
た，対称保存型メトリックは，高次精度に拡張した場合
にも幾何学構造を有する事を示せると分かった一方で，
非保存型メトリックおよび非対称保存型メトリックか
らはそのような幾何学構造を得られない事が分かった．
参考文献

図3

Geometric interpretations for discretized spatial
metric (ζz /J)j,k,l with the use of any high-order
ﬁnite diﬀerence schemes. The grid of ζ = ζl projected onto z = const plane is shown.

図4

Geometric interpretations for discretized spatial
metric (ζz /J)j,k,l with the use of 4th-order central ﬁnite diﬀerence scheme. The grid of ζ = ζl
projected onto z = const plane is shown.
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任意多面体非構造圧縮性ソルバーLS-FLOW における重合格子法開発
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Development of Overset CFD Technology in Unstructured, Compressible Flow
Solver for Arbitrary Polyhedral Meshes, LS-FLOW
by
Junya Aono
Research Center of Computational Mechanics, Inc.
and
Kazuto Kuzuu
Japan Aerospace Exploration Agency
ABSTRACT
The overset grid approach provides a very powerful means of handling complex geometries in computational fluid dynamics. The overset
grid approach has many practical benefits for unsteady moving grid simulation or rudder angle. Therefore an overset unstructured grid
method was newly developed for an arbitrary polyhedral compressible flow solver, LS-FLOW. We set the IBlank for visualization and
post-processing. In order to test the validity of the suggested methods, a numerical simulation was carried out on the NACA0012 airfoil.
And our results are compared with experimental data and other CFD results. Furthermore, in order to evaluate the validity of this method,
we also simulated the flow around a reusable sounding rocket under research at JAXA//ISAS. The result of the overset grid method
corresponds with the result of the single grid method in the NACA0012 airfoil and the reusable sounding rocket. The good coincidence
validates our newly developed overset grid method, and intend to use LS-FLOW as a design tool.

１．はじめに
重合格子法は構造格子を用いて複雑形状を記述するた
めに Steger や Benek ら 1),2)によって考案されたものであ
る．重合格子法は複数の要素の周りに生成された格子を
重ね合わせ，他方の物体やその他の外部領域に対応して
いる計算外部領域は削り取り（Chimera hole の構築），
そしてその Chimera hole 境界における点について３次元
的な内挿ステンシルを構築し,情報交換し合い計算を行う
手法である．近年では，物体表面に構造格子，または非
構造格子を作成し，”Implicit Hole Cutting”3)により
重合格子法を実装する場合もある．この重合格子法は複
雑形状の取り扱いのみではなく，移動物体問題に対して
も非常に有効な手段である．なぜなら物体の移動に伴い
格子を再生成する必要がないからである．
本研究では，非構造格子圧縮性コード（LS-FLOW）に対
して，重合格子法を導入し，NACA0012 モデルで空力特性
解析の精度を評価した．また現在，宇宙航空研究機構
（JAXA）において研究・開発が進められている“再使用
観測ロケット”についても検証を行った．再使用観測ロ
ケットの設計時には空力特性が非常に重要となる．機体
を変更せずに，フィンの形状や舵角などを変更し空力特
性を調べたい場合は，機体の格子，フィンの格子を別々
に作っておけば，すべての格子を作り直す必要がなくな
るため，新しく導入した重合格子法が非常に有効な手法
となりうる．
本論文では，新しく導入した重合格子法に問題がない
か検証を行い，LS-FLOW が実用性の高い設計ツールにな
ることを目指す．

２．解法
本論文において使用した解析コードと数値計算手法に
ついて述べる．

２．１．流体解析
使用したコードは現在 JAXA/JEDI で開発している任意多
面体対応の非構造格子圧縮性コード（LS-FLOW）である．
支配方程式は３次元非定常圧縮性 Navier-Stokes 方程式であ
る．
𝜕𝜕
� 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + � 𝐹𝐹 𝑒𝑒 (𝑄𝑄)𝑑𝑑𝑑𝑑 = � 𝐹𝐹 𝑣𝑣 (𝑄𝑄)𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑉𝑉
𝑆𝑆
𝑆𝑆

(1)

空間の離散化にはセル中心有限体積法を適用している．
ここで，Qは保存量ベクトル，𝐹𝐹 𝑒𝑒 (𝑄𝑄)と𝐹𝐹 𝑣𝑣 (𝑄𝑄)は非粘性流束
ベクトル，粘性流束ベクトルである．
時間刻みの離散化には３点交代差分近似を採用し，時間
発展には LU-SGS 法を用いた．
𝐷𝐷Δ𝑄𝑄�𝑖𝑖𝑛𝑛 +

1
� �𝐹𝐹𝑒𝑒,𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑄𝑄�𝑘𝑘𝑛𝑛 + Δ𝑄𝑄�𝑘𝑘𝑛𝑛 ) − 𝐹𝐹𝑒𝑒,𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑄𝑄�𝑘𝑘𝑛𝑛 )
2
𝑘𝑘∈𝑁𝑁(𝑖𝑖)

− 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 Δ𝑄𝑄�𝑘𝑘𝑛𝑛 �𝑑𝑑𝑆𝑆𝑘𝑘

= − � �𝐹𝐹𝑒𝑒,𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑄𝑄�𝑘𝑘𝑛𝑛 ) − 𝐹𝐹𝑣𝑣,𝑗𝑗𝑗𝑗 (𝑄𝑄�𝑘𝑘𝑛𝑛 )�𝑑𝑑𝑆𝑆𝑘𝑘

(2)

𝑘𝑘∈𝑁𝑁(𝑖𝑖)

𝐷𝐷 =

𝑉𝑉𝑖𝑖 1
+ � 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑆𝑆𝑘𝑘
Δ𝑡𝑡 2
𝑘𝑘∈𝑁𝑁(𝑖𝑖)

ここでλはスペクトル半径であり，サフィックスiはセル，k
は隣接セル，𝑉𝑉𝑖𝑖 はセルiの体積，d𝑆𝑆𝑘𝑘 はセルi − kの境界面積，
𝐹𝐹� は数値流束である．
そのほかの数値計算スキームに関してはいくつかの手法
が用意されているが，本論文では再構築用勾配計算法には
Green − Gauss 法 ， 数 値 流 束 ス キ ー ム の 非 粘 性 項 に は
SLAU4)，粘性項には Wang の方法 5)を用いた．また乱流モ
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デルは，一方程式モデルの Spalart-Allmaras モデル 6)を用い
た．
LS-FLOW は低マッハ数流れへの対応，非定常大規模剥
離への対応など幅広い実用性を目指しており，すでに新た
な数値流束スキーム（SLAU2）7)や再構築手法（GLSQ）の
開発 8)，前処理付き陰解法 9)，DES/DDES などの導入を実
施している 10)．それらの性能評価，検証結果についてはそ
れぞれの参考文献を参照されたい．さらに LS-FLOW を用
いたイプシロンロケット 11),12)や再使用観測ロケット 13)14)の
空力特性解析の結果もすでに報告しており，性能設計開発
ツールとして実績も上がりつつある．
格 子 生 成 に つ い て は JAXA/JEDI に て 開 発 中 の LSGRID15)16)を用いて作成した．LS-GRID は物体近くには物体
に適合するレイヤー格子を，ほかの計算領域はカルテシア
ン格子を自動で生成するものである．
２．２．重合格子法
重合セルの探索について
Fig. 1 の よ う に フ ォ ア グ ラ ウ ン ド 側 に 円 柱 の 格 子
（Zone1），バックグランド側にカルテシアン格子（Zone2）
がある場合を考える．
重 合 す る セ ル の 探 索 に は ， Zone1 の セ ル 中 心 座 標 と
Zone2 のセルを構成しているフェースの中心座標および法
線ベクトルを使って内積を算出し、重合しているかどうか
を判定する．ここで，判定の高速化を行うために，各領域
の Bounding Box でフィルタリングし，探索するセルの数を
減らし，高速化している．
重合セルの探索は Fig. 2 のように Zone1 のセル中心座標
と Zone2 のあるセルを考える．次に Zone2 のフェース中心
座標から Zone1 のセル中心座標へのベクトルを𝑝𝑝⃗とする．
またフェース中心からの法線ベクトルを𝑞𝑞⃗とする．すべて
のフェースの法線ベクトル𝑞𝑞⃗と𝑝𝑝⃗の内積がすべて正ならばそ
のセルは重合していると判定する．

Bounding Box of Zone 1

Face center (Zone2)
Cell center (Zone1)

�⃗
q

�⃗
p

Fig. 2 Dot product test for inside/outside status
補間について
Fig. 3 のように複数のセルと重合している場合はお互い
のセル中心間距離で重みをつけ，補間することとした．

𝑄𝑄0 = �
𝑖𝑖

1

1
� 𝑞𝑞𝑖𝑖 �
∑𝑗𝑗 1/𝑟𝑟𝑗𝑗 𝑟𝑟𝑖𝑖

(3)

ここで𝑟𝑟𝑗𝑗 は重合するセル中心間距離である．
また，本論文では Local Time Stepping 法の場合は，重合
しているセルについての時間刻み幅は，重合しているセル
の中で最も小さい時間刻み幅で時間積分することとした．

Qzone1

Qzone2
Qzone2
Qzone2

Zone 2

Fig. 3 Cell is overlapped a number of another zone cells

Zone 1

Fig. 1 Foreground and Background grid

可視化処理対策
本論文では，可視化や後処理のために IBlank の設定を行
った．IBlank は以下のように決定した 17)．
（a）
フォアグラウンドとバックグラウンドの格子が
ある場合は，フォアグラウンド側の外部境界の
セルを Cutter Cell とする．
（b） フォアグラウンドの Cutter Cell と重合するバッ
クグラウンド側の格子も Cutter Cell とする．
（c）
バックグラウンド側の格子に対し，Cutter Cell
で囲まれていないセルを，Live Cell とする．
（d） Live Cell または Cutter Cell については IBlank を
1 とし，それ以外のセルについては IBlank を 0
とする．
1, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
IBlank = �
0, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏

(4)
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格子点数が多いため，流体現象を精度よく数値計算できて
いるためと考えられる（Fig. 14）．
また，Fig. 11 から Fig. 13 の可視化結果より，単一格子に
よる数値解析結果と重合格子法による数値解析結果は，空
力特性評価に直接影響する表面圧力係数分布に関して問題
ないと思われる．

a)

Table 1 Flow Conditions of NACA0012

Mach Number
Reynolds Number
AOA

0.15
3.0e+6
0, 10 and 15 degree

a)
b)

b)

a)

Fig. 4 Live and Cut cell

Mark “C” flag for outer boundary of foreground grid
b) Mark “L” flag for not blanked cell

３．結果および考察
３．１．NACA0012 翼周りの流れ
本研究では迎角０，１０と１５度について検証した．解
析条件は Gregory ら 18)の実験と同様にとする．ここではコ
ード長を代表長さとしてレイノルズ数を算出した．また，
他の CFD ソルバー（CFL3D）19)との比較も行った．
ここでは，フォアグラウンド側に NACA0012 翼の格子，
バックグラウンド側にカルテシアン格子を用意した（Fig.
5）．重合格子法による計算で迎角が０より大きい場合は，
迎角に対応する角度でフォアグラウンド側の格子を回転さ
せ数値計算を行った．この様子は Fig. 6 と Fig. 7 で確認で
き，また Hole Cutting の様子も確認できる．
比較検証を行うために重合格子法による計算とは別に単
一の非構造格子（Single Grid）による数値計算も実施した．
数値計算によって得られた物体表面の圧力係数分布を
Fig. 8 から Fig. 10 に示す．実験データ，CFL3D，単一の格
子による LS-FLOW と，新たに導入した重合格子法による
LS-FLOW の結果は良い一致を示している．迎角が１０，
１５度の場合 CFL3D の結果が LS-FLOW の結果より圧力係
数の値がピークの部分でシャープに出ているのは CFL3D
で用いた格子が，本研究で用いた格子よりも，物体表面の

Fig. 5 Computational Grid of around NACA0012 airfoil
a)

Far view

b) Near view

Fig. 6 Hole Cutting (AOA=10 degree)
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Fig. 11 Surface Cp Distribution (AOA=0 degree)
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Fig. 8 Cp Distribution (AOA=0 degree)
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Fig. 10 Cp Distribution (AOA=15 degree)
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Fig. 12 Surface Cp Distribution (AOA=10 degree)
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Single Grid
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Fig. 9 Cp Distribution (AOA=10 degree)
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b)

a)

Fig. 15 Overset Grid (Far View)

Fig. 13 Surface Cp Distribution (AOA=15 degree)
a)

Single Grid

a)

b) Overset Grid

b)

Fig. 16 Overset Grid (Near View)

Fig. 14 Computational Grid of Leading Edge
a)

CFL3D

b) LS-FLOW

３．２．再使用観測ロケット周りの流れ
複雑な形状で検証するため，フィン付きの垂直離着陸型
再使用観測ロケットでの数値解析を重合格子法で数値解析
を行った．垂直離着陸型再使用観測ロケットとは，大幅な
輸送コスト低減を目指した将来型宇宙輸送システムの 1 つ
として期待されている。数値解析では４つのフィンと機体
についてそれぞれ格子を作成し，重合させ検証を行った．
Fig. 15 と Fig. 16 からフィンの格子と機体の格子が重なって
いる様子がわかる．
ここでも３．１．と同様に単一の非構造格子による数値
解析も実施し，重合格子法の数値計算結果と比較した．計
算条件は Table 2 の通りである．レイノルズ数は機体長さ
を代表長さとして算出した．
数値計算によって得られた単一格子の表面圧力分布と流
れ場の圧力分布の可視化結果を Fig. 17 に，重合格子の結果
を Fig. 18 に示す．複雑な形状でも重合格子法で計算できる
ことを確認し，可視化結果より数値解析結果がよく一致し
ていることを確認した．

Fig. 17 Surface Pressure (Single Grid)

Fig. 18 Surface Pressure (Overset Grid)
Table 2 Flow condition of reusable sounding rocket

Mach Number
Reynolds
Number
AOA

0.5

8.1e+6
0 degree

４．結論
任意多面体非構造圧縮性ソルバーLS-FLOW に対し重合格
子法を導入し，直交・物体適合格子を用い検証した．
NACA0012 翼の数値解析結果では単一の非構造格子で行っ
た数値解析結果と同精度を示しており，さらに，実験値
とも良好に一致し，この手法の妥当性が確認された．ま
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た，再使用観測ロケットのような複雑な形状をもつ問題
でも，計算ができることを確認した．
今後は，衝撃波が発生するような問題や，移動重合格子
法を使った問題においても検討していきたい．

JAXA-SP-12-010
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安価なオゾン発生用高圧電源を用いたプラズマアクチュエータの性能評価
板倉嘉哉†，平野泰博
千葉大学教育学部

Efficiency Evaluation of Plasma Actuator
Using a Low-price High Voltage Power Supply for Ozonizer
by
Yoshiya ITAKURA and Yasuhiro HIRANO（Chiba University, Faculty of Education）
ABSTRACT
DBD (Dielectric Barrier Discharge) plasma actuator is a promising technology on active control of the flow separation. In the present work,
performance of the plasma actuator using a low-price high voltage power supply for ozonizer is experimentally investigated for a variety of
parameters including dielectric material, width of the lower electrode, and wave form of applied voltage for plasma actuator. It is found
that: (1) as for dielectric materials, the efficiency of PTFE (PolyTetraFluoroEthylene) is three times higher than alumina (aluminum oxide);
(2) the extension of the lower electrode leads to increase in output without saturation. (3) the voltage waveform of high voltage power
supply for ozonizer is not necessarily suitable for plasma actuator owing to insufficient voltage drop during forward discharge.

１．緒言
今後，需要が 2 倍以上になることが予想される航空輸送
において，排出されるCO2 やNOX 等の削減要求が強まって
おり，ICAO（国際民間航空機関）では，全世界の燃料効率
の年 2%改善，IATA（国際航空運送協会）では 2050 年まで
にCO2排出量半減と言う数値目標を掲げている1)．航空機の
CO2 排出量削減における空気力学的課題としては摩擦抵抗
の低減があり，受動的及び能動的方法による層流化や剥離
制御技術の開発が求められている．
このような状況の中，能動的気流制御技術として注目さ
れているものに，誘電体バリア放電を利用したプラズマア
クチュエータ 2) がある．プラズマアクチュエータとは，誘
電体を挟むように設置された電極対に高周波・高電圧を印
加することにより，電極近傍で誘電体表面に平行な気流が
誘起されるものであり，境界層の剥離制御等への応用が期
待されている．最近の応用面からの研究例としては，翼面
剥離制御に対する効果と翼面上のアクチュエータ設置位置
の影響 3) ，印加電圧波形や気体種・気圧等の周囲環境によ
る影響4)，誘起流れ流速の測定5)，三電極プラズマアクチュ
エータによる性能向上 6) 等が挙げられる．一方，気流誘起
メカニズムへの酸素負イオンの影響 7) やアクチュエータの
数理モデルの提案 8) 等，基礎的な研究も進められており，
その実用化へ向けて着実に成果を上げている．
プラズマアクチュエータの構成は高圧電源とアクチュエ
ータ電極のみのシンプルなものであるが，高圧電源は数百
万円と非常に高価であり，研究着手へのハードルとなって
いることは否めない．そこで本報告では，大量生産され安
価に入手可能なオゾン発生器用高圧電源を利用したプラズ
マアクチュエータの性能を明らかにすることにより，初期
投資を抑えた実験装置構築の可能性について検討した．
２．実験の概要
2.1 実験装置
図 1 に実験で使用した装置全体の概要を示す．高周波-高
電圧の生成には容易に入手可能で安価なオゾン発生用高圧
電源（ロジー電子，LHV-12AC）を使用し，印加電圧の調
節には高圧電源への入力をスライドトランス（東京理工舎，
RSA-1）で変化させた．また，印加電圧波形の影響を検討
するために，高電圧電力増幅器（松定，HEOPT-10B10）及
びファンクションジェネレータ（NF，WF1946）も高周波高電圧の生成に使用した．高圧電源装置については 2.3 節
でその詳細を述べる．アクチュエータ電極への印加電圧及

び放電電流の計測には，高電圧受動型プローブ（Tektronix,
P6015A）及び接地側回路に電磁的に結合した電流プローブ
（Tektronix, P6021）を使用し，高速デジタルオシロスコー
プ（LeCroy, 9314CM）により記録した．また，誘起される
流速はノズル矩形断面出口部（2x2 mm）に設置された SUS
製ピトー管（内径 0.8 mm）により計測した．なお，アクチ
ュエータにより誘起される気流は微速であるため，アクチ
ュエータ上面に設置した滑らかな正弦曲線形状をした二次
元ノズルで増速することにより計測精度を確保した．
Current probe
High voltage probe
Digital
oscilloscope

High voltage
power supply

GP-IB
Personal
computer

Plasma
actuator

Nozzle

Pitot tube

Induced flow
A/D
converter

Transformer

Manometer

Fig. 1 Experimental set-up.
本実験で使用したアクチュエータの断面構造を図 2 に示
す．誘起された気流は，上面に設置したアクリル製 2 次元
ノズルを通り出口へと導かれる．上部電極（気流誘起側）
に は 長 さ 40mm ， 幅 8mm ， 厚 さ 95μm の 銅 箔 テ ー プ
（Takachi, CUS-8T）を使用した．また，誘電体下側にも同
じ銅箔テープ使用して下部電極（接地側）としているが，
上部電極側でのみ放電が生じるように，厚さ 66μm のカプ
トンテープ（3M, 5413）により絶縁処理がなされている．
Acrylic plate
2mm
tｄ

Upper electrode
Flow
Plasma
Lower electrode

xg

xe

Pitot tube

Dielectric plate
Kapton tapes
To manometer

To high voltage power supply

Fig. 2 Details of plasma actuator.
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実験においては，厚さtd=1mmの誘電体を使用し，上部及
び下部電極間の間隔xgを 0mmに固定した電極を製作した．
また，アクチュエータ性能を左右する電気的パラメータで
ある誘電体材質（誘電率），下部電極幅xe及び電極への印
加電圧V（p-p値）が気流誘起特性へ与える影響を調べるた
めに，表 1 に示す条件を課した実験を実施した．なお，
PTFEとはPolyTetraFluoroEthyleneのことであり，商品名テ
フロンとして一般的に知られている．

JAXA-SP-12-010

LHV-12AC により生成される高周波電圧波形を示す．その
特徴としては，電圧の立ち上がりが非常に速く，スルーレ
ートは実測値で最大 2.2kV/μs と高速動作が可能である．生
成される最大電圧は，公表されているデータで 9kV とある
が ， 実 測 値 で は 正 側 が 15kV ， 負 側 は -6kV で あ り ， 約
21kVp-p が生成可能であった．また，その周波数は供試ア
クチュエータ電極のインピーダンスにより僅かに変化する
が，本実験での発振周波数は約 8.6kHz であった．

Table 1 Experimental conditions.

Lower electrode width, xe
Applied voltage, V

2.2 プラズマアクチュエータの性能評価
プラズマアクチュエータの性能は，入力Pin (W)，出力Pout
(W)及びその比として得られるエネルギ変換効率η (%)によ
り評価した．以下にその算出方法を述べる．
アクチュエータへの入力である投入電力は，デジタルオ
シロスコープにより時系列データとして記録された印加電
圧 v(t)及び放電電流 i(t)の瞬時値より，式(1)にて計算される．
ここで T は周期である．なお，実際の計算においては積分
を離散データの総和で置き換えて入力を算出している．
T

Pin = 1 T ∫ v(t ) i (t ) dt

(1)

0

出力はアクチュエータにより単位時間に誘起される気流
の運動エネルギとして，ノズル出口に設置されたピトー管
で計測された動圧より流速 u を算出し，式(2)で計算される．
ここで，ρは気流の密度，A はノズル出口の断面積である．

Pout = 1 2 ρAu 3

(2)

2.3 高周波-高電圧電源
本報告の目的は，安価なオゾン発生器用高圧電源（LHV12AC）を使用したプラズマアクチュエータの性能を明らか
にするとともに，その電源で生成される電圧波形がプラズ
マアクチュエータの駆動に適したものかを検証することで
ある．そこで，高電圧電力増幅器（HEOPT-10B10）をファ
ンクションジェネレータ（WF1946）でドライブした任意
波形が生成可能な高圧電源も用意し，実験に使用した．そ
れぞれの主要諸元を表 2 に示す．
Table 2 Specification of high voltage power supply.
Waveform
Slew rate (V/μs)
Frequency response (kHz)
Output voltage (kV)
Output current (mA)
Weight (kg)

LHV-12AC

HEOPT-10B10

Fixed
2200
5~6
~9
~ 40
0.65

Arbitrary
360
~ 10
~ 10
~ 10
23

オゾン発生器用高圧電源の特徴としては，小型，軽量で
あるが大きな出力電流が取り出せ，バッテリー駆動により
試験用小型飛行模型機等への搭載も可能であると考えられ
る．しかし，生成される高周波電圧の波形及び周波数は固
定されており，各種電気的パラメータを変化させた基礎的
な実験に使用するには不向きである．参考として，図 3 に

10
5
0
-5

-10

0

50

100
150
Time, t (μsec)

200

Fig. 3 Typical voltage waveform generated by LHV-12AC.
３．結果及び考察
3.1 誘電体材質の影響
図 4 は，下部電極幅xe=8mmにおける，4 種の誘電体材質
を使用した印加電圧に対する効率特性である．各誘電体と
も効率は最大で 0.00075~0.0025%程度とかなり低い値を示
しており，入力の大部分は光，熱，音，電離及び解離反応
に消費されることになる．各材質とも，効率は印加電圧に
対して極値を取り，印加電圧の上昇は必ずしも高効率には
結びつかないことを示している．また，材質ごとの違いと
しては，誘電率の高い材質ほど効率の最大値は低下すると
ともに，最大値を与える印加電圧も低くなることがわかる．
効率の最大値は誘電率の最も低いPTFEがAluminaより最大
で約 3 倍高い値になっている．
0.003
Alumina
Bakelite
Glass-epoxy
PTFE

Efficiency, η (%)

Dielectric materials
(Relative permittivity)

Applied voltage, v (kV)

15

Alumina (9.7~10)
Bakelite (5~6)
Glass-epoxy (4~5)
PTFE (2.05~2.1)
8, 13, 25 (mm)
0 ~ 21 (kVp-p)

0.002

0.001

0
10

12

14

16

18

20

22

Applied voltage, V (kVp-p)

Fig. 4 Efficiency characteristics.
誘電率の違いが効率へ与える影響は入力・出力特性及び
放電電流の波形から説明することができる．図 5 に印加電
圧に対する入力特性を示す．入力は印加電圧の上昇に対し
指数関数的に上昇しており，その上昇率は誘電率の高い材
質ほど高くなっている．誘電率の近い Bakelite と Glassepoxy では印加電圧の変化に対し良く似た入力特性を示し
ているが，誘電率が PTFE の約 5 倍である Alumina では，
印加電圧に対する入力の上昇は非常に急激であり，その値
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図 6-A~D は，誘電体材質 PTFE，Glass-epoxy，Bakelite 及
び Alumina における，17kVp-p 印加時の放電電圧（青線）
と放電電流（赤線）の時間変化を示したものである．誘電
体バリア放電では，誘電体表面で導電路の生成・消滅が繰
り返され，プラズマ内の電子が正電極に吸い込まれる際，
数 nsec 程度のパルス状の電流が流れることになる．
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Fig. 5 Input characteristics.
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は最大で PTFE の 6 倍の約 15W にも達している．また，誘
電率が最も低い PTFE では，印加電圧の上昇に対し入力の
増加は非常に緩やかであり，急激に上昇することは無い．
巨視的に考えると，アクチュエータ電極は一種のキャパシ
タを形成しており，誘電率が低い PTFE は静電容量も小さ
く，分極により生じる誘電体表面の電子密度が低いため，
同一の印加電圧においても放電電流は小さく，入力は低く
抑えることができる．

-0.2
200

(6-D) Alumina
Fig. 6 Applied voltage and discharge current.
電圧波形は誘電率により大きく変化することは無いが，
電流は誘電率の高い材質ほど，パルス状電流の波高値が上
昇するとともに，その頻度も密になっており，前述した入
力の増大を裏付けている．誘電率の高い材質ほど，上部電
極が負極となる放電時に誘電体表面の帯電量が多くなるた
め，このような電流特性を示すことになる．
図 7 は印加電圧 20kVp-p時の各誘電体における放電部の
状態であり，Font9)の報告にある，上部電極（露出側）が負
電位となるforward discharge時に観察されるグロー型と，正
電位となるback discharge時の細糸状に進展するストリーマ
型放電の特徴が捉えられている．誘電率の違いは誘電体表
面に形成される導電路の形状や発光強度にも現れている．
誘電率が高い材質ほど，誘電体表面の帯電量も多く，発光
強度の強い太い導電路が形成されることになり，その電流
密度も高いことがわかる．しかし，誘電率の低いPTFEでは，
このような太い導電路が形成されることは無い．
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Fig. 7 Over-head photos of discharge region.
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ピトー管で計測されたノズル出口部での動圧から出力を
算出した結果が図 8 である．誘電率が高い材質ほど出力は
大きくなるが，これは誘電率が高いほど forward discharge
時に誘電体表面に付着する電子量が多くなり，周囲の中性
粒子に運動量を与え気流を誘起する back discharge で生成さ
れる酸素イオン密度を高めるためと考えられる．また，出
力の印加電圧依存性はある電圧以上で線形に変化しており，
その勾配は材質によらずほぼ一定になっているのがわかる．
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以上の結果より，入力は印加電圧の上昇に対し指数関数
的に上昇し，誘電率の高い材質ほどその上昇率は高くなる
が，出力は印加電圧に対し一次関数的に上昇するため，そ
の比である効率は最大値を経て低下すことになる．また，
誘電率が低い材質ほど出力は小さいが，入力の急激な上昇
を抑えることができるため，効率は高くなる．
3.2 下部電極幅延長の効果
誘電率の低い材質を使用するとforward discharge時に誘電
体表面に蓄積される電子量が少なく，同じ印加電圧におい
ても誘電率の高い材質よりも出力は低下することになる．
しかし，誘電率の低いPTFEにおいても，下部電極幅を延長
することにより，誘電体表面の電子蓄積面積は増加し，
back discharge時の電子加速領域も拡がることにより出力の
増大を期待することができる．そこで，下部電極幅xeを 8,
13, 25mmに延長したアクチュエータを製作し実験を行った．
図 9 は，誘電体材質 PTFE，下部電極幅 8, 13, 25mm にお
ける放電部の状態を 16 階調化処理し，発光部の輪郭を強調
した写真である．印加電圧 10 及び 15kVp-p においては，下
部電極幅によらず放電領域は同じ範囲にとどまっており，
ストリーマの進展を目視では確認することはできない．
20kVp-p 印加時は，電極幅 8mm ではストリーマが下部電極
幅全域にまで拡がり，それ以上進展できない状態であるが，
電極幅を 13 及び 25mm に延長すると，僅かにではあるが下
流側へのストリーマの伸展を確認することができる．
xe=8mm

xe=13mm

xe=25mm

(9-C) 20 kVp-p
Fig. 9 Over-head photos of discharge region.
図 10 は，誘電体材質 PTFE，下部電極幅 8, 13, 25mm に
おける印加電圧に対する出力特性である．下部電極幅 8mm
においては，印加電圧 19kVp-p 以上で出力の増加率が鈍化
し始めているのがわかる．ストリーマは下部電極幅以上に
は進展できないため，印加電圧の上昇に対し出力は飽和す
るようになる．また，印加電圧が 13kVp-p 以下では，スト
リーマは伸展途上にあり電極幅延長による効果は得られず，
出力増加に有意な差を見ることはできない．しかし，それ
以上の印加電圧において，下部電極幅 13, 25mm では，印
加電圧の上昇に対し出力は飽和することなく増加傾向にあ
り，ストリーマの伸展により出力は最大で約 1.5 倍にも増
大し，その効果を確認することができる．下部電極幅延長
によるストリーマの伸展は，誘起される気体へ輸送される
運動量を増大させ，出力の向上に有効であると言える．
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Fig. 8 Output characteristics.
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Fig. 10 Output characteristics.
8 mm
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図 11 は，誘電体材質 PTFE，下部電極幅 8, 13, 25mm に
おける印加電圧に対する入力特性である．下部電極幅延長
が入力に与える影響はほとんど無いと言える．下部電極幅
の延長は誘電体表面の電子蓄積面積を増加させ，出力の増
大をもたらすと仮定したが，それが正しければ放電電流は
増加し入力も増大することになると考えられる．なぜ，こ
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のように下部電極幅の延長が入力には影響を与えず，出力
のみ増大させるかは，非定常電界計算を実施することによ
り，電極近傍の静電エネルギ分布等からそのメカニズムを
詳細に検証する必要がある．今後の検討課題である．
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Fig. 11 Input characteristics.
図 12 は PTFE における入力及び出力測定結果から算出さ
れた効率特性であり，パラメータは下部電極幅である．下
部電極幅の延長は，入力の増大を伴うことなく出力を増大
させる効果があるため，同一印加電圧においてエネルギ変
換効率は向上することになる．また，電極幅を延長するこ
とにより，効率が最大値を取る印加電圧も高電位側へシフ
トしているのがわかる．

下部電極幅を延長しても出力がある範囲であれば，効率
と出力の関係は同じ曲線を描いており，ストリーマの伸展
途上では電極の延長幅に影響されず，出力に対しエネルギ
変換比率が等しくなる領域が存在していることがわかる．
しかし，出力の増加に対し電極幅が小さいものから効率は
極値をとり低下することになる．また，効率が最大となる
出力は下部電極幅が拡がるほど高くなっている．このよう
な，出力とともに効率も向上する性質は，アクチュエータ
の最適運転にとって望ましい特性であると言えるが，下部
電極幅の延長は小型化とは相反するものとなる．
3.3 印加電圧波形の影響
3.1~3.2 節では，安価なオゾン発生器用電源を使用したプ
ラズマアクチュエータの各種特性を解明してきた．しかし，
その特性はあくまでも図 3 の印加電圧波形によるものであ
り，必ずしもアクチュエータの駆動に最適な電圧波形であ
るとは言えない．そこで，本節ではオゾン発生器用電源に
より生成される波形の，アクチュエータ駆動における有効
性について検証する．
図 14 に実験に使用した 3 種の印加電圧波形の例を示す．
図中の赤線の波形はオゾン発生器用電源（LHV-12AC）に
よるものであり，青線はその波形と同一周波数（8.6kHz）
で正及び負側の波高値が同じになるように波形全体を正側
へ偏移させた正弦波（Offset sinusoid）を示している．また，
緑線の波形は周波数及び正側の波高値が同じとなる，通常
の正弦波（Sinusoid）である．
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Fig. 12 Efficiency characteristics.
下部電極幅延長の効果を異なる視点から描いたのが図 13
であり，効率と出力の関係を示している，
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Fig. 14 Applied voltage waveform.
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図 15 は，前述した 3 種類の電圧波形を使用し，誘電体材
質PTFE，下部電極幅 8mmにおける，印加電圧に対するノ
ズル出口部で測定された流速uの関係を示す．なお，横軸
の印加電圧は正側の波高値（kV+p）で示している．
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Fig. 13 Efficiency vs output characteristics.
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Fig. 15 Induced velocity characteristics.
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どのような印加電圧波形においても，電圧の上昇に対し
誘起される流速も上昇することに変わりは無いが，その電
圧依存性は電気的特性が良く似たオゾン発生器用電源波形
と偏移正弦波では，10kV+p 以下でほぼ同じ特性を示してい
る．しかし，正弦波を印加した時の誘起流速特性は大きく
異なり，オゾン発生器用電源使用時の約 70%の印加電圧で
同じ流速を得ることが可能であり，プラズマアクチュエー
タにより誘起される流速は，印加電圧波形に強く依存する
ことを示している．同じ形態のプラズマアクチュエータに
関するEnlon10)の実験ではu∝V3.5となることが報告されてい
る．正弦波及び偏移正弦波を印加することにより得られた
流速も，印加電圧の低い部分で 3.5 乗の曲線から外れるが，
ほぼ同様な印加電圧依存性を示している．しかし，オゾン
発生器用電源による電圧波形では，印加電圧が高くなるほ
ど 3.5 乗則からのずれが著しくなっており，その波形に何
らかの本質的な問題が有るのではないかと考えられる．
誘起流速から出力を算出した結果が図 16 である．誘起速
度特性と同じく，オゾン発生器用電源波形と偏移正弦波を
印加した時は同じ出力特性を示しているが，正弦波を印加
した時の出力特性とは大きく異なっている．正弦波の方が
低い印加電圧で大きな出力が発生しており，オゾン発生器
用電源波形及び偏移正弦波印加時の約 70％程度の電圧で同
じ出力が得られている．この印加電圧波形による出力の違
いは，以下のように説明することができる．back discharge
ではどの波形においても正側の波高値は同じであり，誘電
体面上に形成される電界の構造に大きな差は無い．しかし，
forward discharge では，オゾン発生器用電源波形及び偏移正
弦波印加時に上部電極の負電位は十分に低下しないため，
forward discharge 終了時においても誘電体表面の電子密度は
低い状態であると考えられる．すなわち，back discharge 時
に供給できる電子量が少なく，中性粒子のイオン化が十分
に生じないため，大きな出力を得ることができないと考え
られる．オゾン発生器用電源は，必ずしもプラズマアクチ
ュエータ駆動用電源として最適ではないと言える．
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Fig. 16 Output characteristics.
図 17 は印加電圧 6kV+pにおける放電部の状態である．印
加電圧波形の違いが，導電路の形状や発光強度にも現れて
おり，back dischargeで生成されるイオン密度に大きな違い
があることを目視で確認することができる．
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Fig. 17 Over-head photos of discharge region (V=6kV+p).
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４．結言
安価なオゾン発生器用高圧電源と 4 種の誘電体の組合せ
によるプラズマアクチュエータを構築し，各種パラメータ
がその性能に及ぼす影響を明らかにした．また，オゾン発
生器用電源により生成される電圧波形がアクチュエータ駆
動に適したものかについても検討した．本研究で得られた
結果を以下に示す．
(1) 誘電率が入力へ与える影響は大きく，誘電率が高いほど
入力は大きくなり効率は低下する．プラズマアクチュエー
タの小型化には誘電率の低い材料の選択が有利である．
(2) 下部電極幅の延長は，入力の増大を伴うことなく出力を
増大させる効果があり，効率の向上が可能である．しかし
電極幅の延長は小型化とは相反することになる．
(3)オゾン発生器用高圧電源により生成される電圧波形では，
forward discharge 時に十分な電圧低下が得られないため，正
弦波印加時よりも出力は低下することになる．
オゾン発生器用高圧電源はプラズマアクチュエータ駆動
用電源として最適なものではないが，小型・軽量である特
徴を活かし，小型飛行実験機等への搭載が考えられる．
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大口径パルスデトネーションエンジン用イニシエータにおける
円筒デトネーション波の伝播に関する研究
桧物恒太郎，棧敷和弥，脇田督司，戸谷剛，永田晴紀
北海道大学大学院

Propagation Characteristics of Cylindrical Detonation Wave in Detonation Initiator
for Large Bore Pulse Detonation Engines
by
Tsunetaro HIMONO, Kazuya SAJIKI, Masashi WAKITA, Tsuyoshi TOTANI, Harunori NAGATA
ABSTRACT
Detonation initiation is one of the most important problems of pulse detonation engines. A reflector installed near a predetonator exit is
effective to maintain detonation waves. The incident detonation waves from the predetonator transform its shape from planer detonation
wave to cylindrical detonation wave and from cylindrical detonation wave to toroidal detonation wave around the reflector. To prevent the
detonation wave downstream of a reflector from disappearing, it is important to form a cylindrical detonation waves upstream of the
reflector. To define the minimal quantity of driver gas to form cylindrical detonation waves and to make sense of the mechanism that
determine the quantity, the authors uses a large-bore plate combustor and varied the following parameters to find the quantity to form a
cylindrical detonation wave : the quantity of driver gas and nitrogen concentration. To evaluate the quantity of the driver gas, the authors
uses overfilling radius. The over filling radius is the radius of the cylinder that is equal to the driver gas filled in the combustion chamber.
Results indicate that the mixing between driver gas and target gas is critical to successful transmission. To form the cylindrical detonation
wave reliably, the concentration of driver gas must be maintained at a high level so that the cell size doesn’t become large.
１．序論
次世代航空宇宙推進用機関として注目されているエンジ
ン の 一 つ と し て パ ル ス デ ト ネ ー シ ョ ン エ ン ジ ン (Pulse
Detonation Engine, PDE) がある．PDE の実用化には多くの
技術的課題が存在するが，本研究は重要な課題の一つであ
る「デトネーションの開始」に注目するものである．PDE
ではデフラグレーションをデトネーションに遷移させる
Deflagration to Detonation Transition (DDT) 過程が用いられ
ることが多い．DDT に要する距離 （DDT 距離）を短縮す
る方法として管径の小さい管に反応性の高いドライバーガ
スを充填する方法が考案されている．しかし，この手法で
は管径の急拡大部での消炎とドライバーガスに使用する酸
化剤の搭載による比推力の低下という問題がある(1)(2)．
本 研究室では Murray(3) らの研 究に注目し ，爆轟波管
(predetonator) 出口近傍に反射板を設置することで，衝撃波
の反射によるデトネーション波の再開始機構を利用する
PDE イニシエータを考案し，爆轟波管内径およびドライバ
ーガスの使用量の削減に成功した (4) ．また，爆轟波管と反
射板の間で円筒デトネーション波を形成することで，デト
ネーション波の形態を平面デトネーション波から円筒デト
ネーション波，円環デトネーション波へと形態を変えなが
ら燃焼室下流へ伝播させることで大口径の燃焼室へ平面デ
トネーション波を伝播させることが可能となっている(Fig.
1)．さらに，流路幅と混合気組成が一定の領域では生成さ
れた円筒デトネーション波は半径方向に伝播するため ，ド
ライバーガスからターゲットガスへ円筒波を伝播させるこ
とによってガスの全量に対するドライバーガスの割合を削
減することが出来るといった利点もある．PDE の大口径化
には高推力化，構造の単純化といった利点があり，燃焼室
の口径が大きくなるほど，この方法によってドライバーガ
スの使用割合を減らすことが出来る(Fig. 2)．本研究ではタ
ーゲットガスへデトネーション波を伝播させるために燃焼
器内に充填する必要のあるドライバーガスの量を明らかに
する．次に，燃焼室内のターゲットガスの濃度に対して数
値解析を行い，ターゲットガスへのデトネーション波の伝
播に必要なドライバーガスの量を検証した．

Fig. 1 Mechanism of propagation of detonation wave in vicinity
of the reflecting board

Fig. 2Necessary quantity of driver gas to form cylindrical
detonation waves
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２．実験装置及び実験条件
本研究で使用した実験装置は爆轟波管，燃焼室，各種ガ
スボンベ，ガスハンドリング装置，真空ポンプ，差圧調整
用タンク，点火装置，計測機器からなる．Fig. 3 に示すよ
うに，燃焼室は内径 500 mm, 高さ 10 mm の円盤状である．
爆轟波管は全長が 1718 mm で，燃焼室上面から 998 mm ま
では内径が 10.2 mm であり，そこから 720 mm までが内径
20.4 mm となっている．ガスハンドリング装置によってド
ライバーガスとターゲットガスの組成と圧力を調整し，ボ
ールバルブで隔てられた爆轟波管上流にドライバーガスを，
爆轟波管下流および燃焼室にターゲットガスを充填する．
本研究ではドライバーガスに水素－酸素量論混合気，ター
ゲットガスに水素－酸素量論混合気を窒素によって希釈し
た混合気を用いる．ドライバーガス充填前後の爆轟波管お
よび燃焼室の様子の概略図を Fig. 4 に示す．充填圧はボー
ルバルブ解放後の燃焼室内の圧力が 1 atm になるように調
整を行う．ドライバーガスが充填されたボールバルブ上流
側が高圧となっているので，ボールバルブ解放時にドライ
バーガスは圧力差によって燃焼室へ過供給される．ボール
バルブ上流には過供給時の圧力調整のためのタンクが取り
付けられている．ドライバーガスの充填は Fig. 4 に示すよ
うに燃焼室内に爆轟波管を中心とした円筒形に充填される
と仮定し，円筒の半径 R をドライバーガスの過供給半径と
定める．デトネーション波の伝播判断は燃焼器に設けられ
た圧力ポートより得られた圧力履歴から圧力波の伝播速度
を求め，それを C－J 速度の理論値と比較する方法と，煤
膜模様法とを併用する．圧力ポートは爆轟波管側壁の P1，
P2 ポート，燃焼室壁面の M1 ~ M5 ポートがあり，圧力履
歴の測定は同時に 4 点まで行うことが出来る．煤膜は燃焼
室上面と下面に設置することが出来る．煤膜は厚さ 0.1
mm のステンレス板を用いる．
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Fig. 4 Overfilling method
３．実験結果と考察
ターゲットガスへの入射時に円筒デトネーション波が安
定な状態であればターゲットガスへの伝播が成功すると考
えられる．ここで，安定な円筒デトネーション波とは，流
路幅全域が均一な等しいセルサイズのセルに満たされた円
筒形の波面を持つ半径方向に伝播するデトネーション波と
する．そこで，安定な円筒波が形成される位置を検証する
ために燃焼器全体をドライバーガスで満たし実験を行い，
安定した円筒デトネーション波が形成される位置を検証す
る．実験で得られた煤膜を Fig. 5 に，煤膜から得られたセ
ルサイズを Fig. 6 に示す．Fig. 6 から，中心部から約 45
mm の位置からセルサイズが流路全体でドライバーガスの
セルサイズと一致していることがわかる．よって，中心部
から 45 mm の位置までドライバーガスが満たされれば安定
した円筒デトネーション波が形成されると考えられる．

Fig. 3 Schematic diagram of predetonator and
combustion chamber

Fig. 5 Soot track record at the surface of upper flange and lower
flange in case of 1 atm, [N2] = 0%
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Fig. 6 Relation between cell size and distance from the center
次に，過供給半径 R およびターゲットガスの窒素濃度を
変えて実験を行った．Fig. 7 ~ 15 および Table. 1 ~ 3 に各過
供給半径で取得された煤膜，圧力履歴，燃焼器内の概略図，
それぞれの対応する位置での混合気組成における C－J 速
度との速度比 v/vcj を示す．これらのターゲットガスの窒素
濃度は 55.6 %，過供給半径 R はそれぞれ 50 mm，75 mm，
100 mm である．煤膜に示した破線がドライバーガスの過
供給半径を表す．すべての過供給半径で爆轟波管出口付近
でセルを確認できる．Fig. 7 では 20 ～ 30 mm の位置で Fig.
4 にみられない消炎と再開始が見られる．20 ～ 30 mm の位
置ではどの条件でも等しくドライバーガスによって満たさ
れていることを想定しているが，この結果からドライバー
ガスとターゲットガスの混合が生じていることが示唆され
る．Fig. 7 の煤膜から，領域 A と B の境界で半径方向に広
がるデトネーション波が消炎し，領域 B と C の境界で燃焼
室上面での反射によって生じたホットスポットからの再開
始が生じていることがわかる．また，M4，M5 ポートの圧
力履歴と伝播速度からデフラグレーション波に移行してい
ることがわかる．Fig. 10 では爆轟波管出口での消炎は見ら
れないが，ターゲットガスへの伝播は R = 50 mm の場合と
同様に失敗している．また，Fig. 10 と同条件で伝播に成功
したケースも多い．Fig. 13 ではターゲットガス領域にセル
模様が確認され，デトネーション波の伝播が見られる．ま
た，伝播速度に要る判断もデトネーション波の伝播の成功
を示している．R = 125 mm，R = 150 mm の場合も伝播速度，
セル模様どちらの伝播判断でも伝播の成功が確認されてい
る．
 煤膜を設置しない場合では， M4 ~ M5 間においてセル模
様の確認された条件で最も速度が小さかった v/vcj ≧ 0.85 を
伝播の成否の基準として，伝播判断を行う．Fig. 16 に縦軸
をターゲットガスの窒素濃度，横軸を過供給半径として伝
播の成否を示す．伝播成功を□，伝播失敗を◆で表す．R =
125 mm，[N2] = 60 % および R = 150 mm, [N2] = 65 % の条
件で成功が見られるが，成功した回数は三回中一回である
こと，圧力計が取り付けられている位置にドライバーガス
の充填の偏りが現れた可能性があること，また，ドライバ
ーガス領域から圧力計までの距離が短いため，円筒波が完
全に消炎する前に圧力計を通過した可能性を考慮するとタ
ーゲットガス全体に伝播した可能性は低いと思われる．そ
のために，この結果を無視すれば R ≧ 75 mm での伝播限界
は窒素濃度に依らず一定となっている．ドライバーガスの
みを充填した場合，安定な円筒デトネーション波の形成に
必要な距離は 45 mm であった．この過供給距離の違いはド
ライバーガスの充填時に燃焼室内で気体の混合にが生じ，
純粋なドライバーガスによって満たされている領域が小さ
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くなっているためと考えられる．伝播限界が [N2] = 60 % で
一定となるのは，Fig. 17 に示すように窒素濃度の上昇に伴
いセルサイズが大きくなるために，流路幅 10 mm に対して
伝播可能なセルサイズを超えてしまったためと考えられる．
過供給終了時の燃焼室内の混合気の分布状況の把握のた
めに汎用熱流体解析コードを用いて CFD 解析を行った．計
算領域を燃焼器のポート P1 より下流とし，軸対称 2 次元
流れと設定した．解析に使用した計算格子の格子点数を 1 /
4 にしたものを Fig. 18 に示す．ノードの総数は約 3 万，格
子は爆轟波管出入口および壁面には 1 層目が 0.1 mm，成
長率 1.1，10 列の境界層の格子を設置し，それ以外の場所
には格子幅 0.5 mm の正方形格子を用いた．乱流モデルは
標準 κ－ε モデルを使用し，非定常 2 次元解析を行う．時間
刻みは 1.0-2 秒とし，混合気間の密度差の影響を考慮する
ため鉛直方向下向きに重力加速度 9.81 m/s2 を設定した．熱
および化学反応は考慮せず，計算領域内の絶対圧の漸増を
伴う時間依存の圧縮性流れを扱う「浮動基準圧力」を用い
て解析を行った．CFD 解析には FLUENT 社の汎用熱流体
解析ソフト Fluent 13 を使用した．メッシュ生成には同社の
GAMBIT を用いて長方形格子を生成した．各過供給量に対
して算出したドライバーガスの流入質量を各物性値ととも
に Table. 4 に示す．Table. 4 に載っていない物性値に関して
は FLUENT に設定された値を用いた．
各過供給半径での燃焼室底面から 5 mm の高さでの窒素
濃度を Fig. 19 に示す．ターゲットガスの窒素濃度は [N2] =
55.6 % である．縦軸が窒素濃度，横軸が燃焼室中心からの
距離を示す．窒素濃度は過供給半径からおよそ 50 mm 内側
でほぼ 0 % になっていることがわかる．次に，安定な円筒
波の形成に必要な距離である燃焼室中心からの距離 45 mm
の位置での各過供給半径での窒素濃度を Fig. 20 に示す．燃
焼室内での気体の混合によって，過供給半径 75 mm の場
合 [N2] = 4.6 % となっているが，Fig. 17 からセルサイズは
窒素濃度 0 % の場合とほぼ等しいため伝播への影響は生じ
なかったものと考えられる．

Fig. 7 Soot track record in case of 1 atm,
R = 50 mm, [N2] = 55.6%
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Fig. 8 Pressure profiles in case of 1 atm,
R = 50 mm, [N2] = 55.6%


Fig. 11 Pressure profiles in case of 1 atm,
R = 75 mm, [N2] = 55.6%

Fig. 9 Schematic illustration of filled combustion chamber in case
of 1 atm, R = 50 mm, [N2] = 55.6%


Fig. 12 Schematic illustration of filled combustion chamber in
case of 1 atm, R = 75 mm, [N2] = 55.6%



Table. 1 wave speed in case of 1 atm, R = 50 mm, [N2] = 55.6%
port
P2-M1
M1-M4
M4-M5
v/vcj

0.82

0.66

0.49

Fig. 10 Soot track record in case of 1 atm,
R = 75 mm, [N2] = 55.6%


Table. 2 wave speed in case of 1 atm, R = 75 mm, [N2] = 55.6%
port
P2-M1
M1-M4
M4-M5
v/vcj

0.96

0.71

0.50

Fig. 13 Soot track record in case of 1 atm,
R = 100 mm, [N2] = 55.6%
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Fig. 14 Pressure profiles in case of 1 atm,
R = 100 mm, [N2] = 55.6%

Fig. 17 Relation between nitrogen concentration and cell size in
case of 1 atm



Fig. 15 Schematic illustration of filled combustion chamber in
case of 1 atm, R = 100 mm, [N2] = 55.6%

Table. 3 wave speed in case of 1 atm, R = 100 mm, [N2] = 55.6%
port
P2-M1
M1-M4
M4-M5
v/vcj

0.96

0.84

0.96




Fig. 16 Dependence of the nitrogen concentration in overfilling
radius of initial pressure in case of 1 atm

Fig. 18 Computational grids
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Table. 4 Input condition of mass flow inlet
Initial Pressure
101.3
101.3
101.3
P0, kPa (abs.)
Overfilling radius R,
50
100
150
mm
Total mass flow
0.057
0.175
0.371
]m, g
Filling pressure Pdriver,
107
118.7
138.2
kPa (abs.)
Volume of driver gas
2.0×10-3
2.0×10-3
2.0×10-3
section V, m3
Temperature T, K
293.15
293.15
293.15
Universal gas constant
8314.3
8314.3
8314.3
Ru, J/kmol/K
Mean molecular
12.01
12.01
12.01
weight M, kg/kmol
(Hydrogen-oxygen
12.01
12.01
12.01
mixture)

JAXA-SP-12-010

５．謝辞
本研究は科学研究費補助金（若手研究（B）課題番号
21760646）の助成を受けたものである．
６．参考文献
(1) Aarnio, M J , Hinkey, J B and Bussing, T R A , “Multiple
Cycle Detonation Experiments During the Development of a
Pulse Detonation Engine,” AIAA Paper 96-3263, 1996.
(2) R. Knystautas, J. H. Lee, and C. M. Guirao, “The Critical
Tube Diameter for Detonation Failure in Hydrocarbon-Air
Mixtures.” Combustion and Flame, vol.48, 1982, pp. 63-83.
(3) Murray, S. B. and Lee, J. H. “On the transformation of
planar detonation to cylindrical detonation,” Combust. Flame, 52,
1983, pp. 269-289.
(4) M.Wakita, R. Numakura, T. Asada, M. Tamura, T. Totani,
H. nagata, “Driver Gas Reduction Effect of Pulse-DetonationEngine Initiator Using Reflecting Board,” Journaal of Propulsion
and Power, 27, 2011, pp-162-170

Fig. 19 Relation between nitrogen concentration and distance
from the center

Fig. 20 Relation between nitrogen concentration and over
filling distance in case of distance from the center is 45 mm
４．結論
充填圧 1 atm では水素－酸素量論混合気をドライバーガ
スとした場合，過供給半径が 75 mm 以上となるように充填
することで水素－空気量論混合気に安定した円筒デトネー
ション波を伝播させることが可能であると明らかになった．
燃焼室内のターゲットガスの濃度に対して数値解析を行
った．得られた結果から，安定な円筒デトネーション波の
形成に必要な位置での窒素濃度がほぼ 0 % となるまでドラ
イバーガスを過供給することで安定な円筒デトネーション
波を形成することが出来ることが明らかになった．
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次世代超音速旅客機の空力技術に関する研究動向
吉田 憲司
宇宙航空研究開発機構

Review on Aerodynamic Research Activities of Next Generation SST
by
Kenji Yoshida
ABSTRACT
This is a review of aerodynamic research activities on a next generation SST, including some JAXA’s SST research programs (NEXST
project, S3 program, D-SEND project). JAXA also proposes a direction of aerodynamic research for realizing a future next generation SST.
And JAXA hopes the objectives, plans and goals for those SST researches should be well discussed and shared in Japan near future.

１．はじめに
航空機の高速化は人類の夢であり、航空機開発の歴史そ
のものである。1970 年代のコンコルドの運航はその一つの
到達点であった。しかしながら、その経済性と環境適合性
の課題のため商業的には成功に至らず、2000 年の墜落事故
の影響もあって最終的に 2003 年に 27 年間の幕は閉じられ
た。それでもなお超音速輸送機（SST）への憧れと待望は
存在している。それは、例えばマッハ２の超音速飛行は世
界の主要都市を含む多くの地域間の移動を６時間圏内とし、
また６時間飛行はエコノミー症候群発症の境目と言われ、
高齢・持病で長距離旅行を躊躇していた人々の旅行需要の
創出にもつながると予想されている。我が国はその地理的
条件において、超音速飛行による時間短縮効果の最大の恩
恵国と考えられる。あるシンクタンクの試算では、この効
果は世界の GDP を約 1.3％増大させる経済効果を生み出し
（2025 年予測値で約 78 兆円）、そのインパクトは非常に
大きいとの推定もある（図１参照）1)。

このような次世代 SST の実現に向けた技術挑戦の中心に
その性能改善に最も寄与する空力技術があることは異論が
ないと思われる。そこで、以上の背景を踏まえ、本報告で
は、まず次世代 SST に向けた諸外国の動向を概観する。次
にそれらを通して明らかとなった中核課題としての空力技
術を取り上げ、主に超音速巡航時の揚抗比改善技術、ソニ
ックブーム低減技術、離着陸性能改善技術の３点を整理し
た。最後に、我が国でそれらに応える活動を継続的に実施
している JAXA の研究活動を紹介し、次世代 SST 実現に向
けた今後の研究活動の方向性をまとめ、関係各位との認識
の共有の一助としたい。
２．次世代 SST の実現に向けた国内外の動向
（１）コンコルドの課題
コンコルドは 1950 年代の英仏独立の SST 開発計画の流
れの中で最終的に共同開発に至り、1969 年の初飛行後の約
7 年に及ぶ飛行試験を経て商用運航が開始された第１世代
SST の代表である。同時代には旧ソ連のツポレフ 144 と米
国のボーイング 2707 があったが、Tu-144 は数年で運用中
止となり、2707 は環境問題が原因で開発中止となった（図
2 参照）。

図 1．超音速飛行の恩恵
コンコルドの課題を克服する試みは 1970 年代後半より
NASA を中心に進められ、1980 年代後半には新しい SST
（次世代 SST）の開発機運が一時的に高まった。しかしな
がら、技術的ハードルの高さ、資金規模、市場性の見極め、
環境問題への適合性、等の点で時期尚早と判断された。そ
の後は要素研究が諸機関で進められているが、次世代 SST
を目指すには、まず小規模の機体を想定した技術的成立性
からスタートし、ステップアップさせて行くべきとの見解
が得られつつある。それに呼応するように 2000 年代に入っ
てから超音速ビジネスジェット機（SSBJ）の開発機運が高
まっている。

図 2．第１世代 SST の代表例
コンコルドはマッハ２で大西洋を約 3 時間半で横断した
が、この飛行で約 90 トンの燃料を消費した。これは乗客一
人当り 5.5km/燃料 1ℓ の燃費を意味し（スポーツカー並）、
ボーイング 747 と比べると運航コストは 3.5 倍だった。ま
た離陸時の騒音は 747 の 100 倍以上もうるさい（747 が地
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下鉄騒音レベルであるのに対してコンコルドは削岩機レベ
ル）と言われた。またソニックブームは近くで雷が鳴って
いる時の心理的反応と同一の騒音被害と見なされ、全ての
陸上超音速飛行は禁止された。このようにコンコルドの課
題はその経済性と環境適合性にあり、合わせて 2000 年の墜
落事故の影響（改善のための莫大な経費と一時的な運航停
止による顧客離れ）のため、結局 2003 年に就航の幕を閉じ
ることになった。但し、ロンドン・パリ－ワシントン・ニ
ューヨーク路線を利用する全乗客数の約 3%（年間約 20 万
人に相当）がコンコルドを利用していたことも事実で、そ
の 27 年間の運航の歴史は超音速飛行による移動時間短縮に
確かに需要のあることを示す好例ともなった 1)。
（２）次世代 SST の第１次開発計画
コンコルドの技術課題を克服するための要素技術研究は、
既に第１世代 SST の開発以後に米仏英を中心に始められ、
特に NASA の一連の研究は多くの成果を生み出した 2)。空
力技術としては、後述する抵抗低減技術の洗練化、低ソニ
ックブーム設計技術などが生み出された。例えば NASA の
SCAT-15F 形状や Douglas の Warp 翼設計は実機補正して揚
抗比 10 程度の可能性を示唆した 3)。これらには摩擦抵抗低
減技術は取り込まれていないので、圧力抵抗低減のみでそ
のような高い揚抗比を達成できるとするものであった。そ
して、1985 年の米国レーガン大統領のオリエントエクスプ
レス計画の提唱が次世代 SST の国際共同開発の機運を生み
出した。このハイライトは米英仏ロ独伊日の７カ国の主要
航空機メーカー８社による国際会議の設置（米のみ２社、
日本は日本航空機開発協会が代表）で、次世代 SST の環境
性と市場性の共通課題については、共同して解決に向けて
議論するというもので大きな進展が期待された（図 3）。

図 3．次世代 SST の第１次開発計画
設計技術に関しては、特に NASA が中心になって Boeing
と Douglas も協力して High Speed Research (HSR) Program が
進み、様々な技術成果がレポートにまとめられた 4)。また
欧州でもポストコンコルドに向けて European Supersonic
Research Program （ ESRP ） が 立 ち 上 が り 、 1994 年 に は
Toulouse で国際 SST ワークショップが開催された 5)。しか
しながら、この時点の技術レベルでは大型 SST 実現のため
のハードルが高過ぎ（特にエンジンの技術課題）、また
詳細な市場分析の結果、経済性の観点でも成立性が不透明
であることから時期尚早と判断され、再び要素研究に後退
することになった。
（３）その後の次世代 SST 実現に向けた動向
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この時の反省点として、技術を着実に step up させるには、
まず小規模の機体の実現から目指すのが妥当との見解が得
られた点が挙げられる。それを踏まえ、その後は先述した
通 り 米 国 ベ ン チ ャ ー 企 業 （ Aerion 、 SAI ） と Boeing や
Airbus を 除 く 幾 つ か の 航 空 機 メ ー カ ー （ Gulfstream 、
Dassault など）が SSBJ にターゲットを絞って活動を進め、
開発計画の提案に至っている。またこれに呼応する形で、
国際民間航空機関（ICAO）が SSBJ の環境基準策定に向け
た検討を開始した。特にソニックブーム基準に関しては、
2016 年を目途に検討が加速されている（図 4）。
TA, Tsuyoshi TOTANI, Harunori NAGATA

図 4．次世代 SST 実現に向けたロードマップ
また欧州では High Speed Aircarft (HISAC)という EU プロ
ジェクトが 2005 年から 5 年間実施され、通常型（実用的で
保守的）、低抵抗型（先進的）、低ブーム型（革新的）の
３機種の概念検討が参加機関（37 機関）の中で分担され、
その機体成立性と課題が明確化された。そして、2009 年 6
月には成果を総括するワークショップがパリで開催され、
日米の関係者も招待講演を行い、議論に参加した 6)。最終
的には後継プロジェクトの必要性が確認されたが、現時点
スタートしていない。但し、要素研究については、既に幾
つかの重要な EU プロジェクトが採択され、多くの結果を
出している。例えば、DLR が取りまとめた“EPISTLE”で
は高揚力装置に関して高 Re 数特性の研究が進められた。
また ONERA が取りまとめた“SUPERTRAC”では境界層
制御技術については最新の成果が得られている。
一方、これらの SSBJ の動きとは異なり、NASA はこれ
まで同様、SST（超音速輸送機）に主眼を置き、時間軸上
で実現時期の異なる二つの目標を掲げ、研究計画を見直し
た。一つは 2020 年を目標とする小型 SST（35-70 人乗）の
技術研究、もう一つは 2030 年を目標とする大型 SST（100200 人乗）の技術研究である（図 4）。そしていずれにおい
てもソニックブーム低減技術が核であるとし、多くの資金
と人的リソースの投入を図っている 7)。
（４）日本の取り組み
次世代 SST はその開発規模から国際共同開発となること
は共通の認識となっている。このような状況においては、
日本はこれまでの民間旅客機の国際共同開発で果せなかっ
た構想・設計段階からの参画を目指した戦略が求められる
ことになる。それには次世代 SST 開発の中核で国際競争力
のある優位技術を独自に獲得することが我が国の航空戦略
となる。
そのような観点から、1980 年代後半の次世代 SST の第１
次機運において、日本航空機開発協会（JADC）が国内産
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業界を取りまとめる形で大型 SST の技術課題や市場性につ
いての動向及び開発調査に関する検討が行われ、先述の８
社国際会議にも参加している。現在も検討・調査活動は継
続している。また関連して、2007 年にフランス航空宇宙工
業会（GIFAS）と日本航空宇宙工業会（SJAC）との協定に
より次世代 SST を想定した日仏 SST 共同研究に関するフレ
ームワークが立ち上がり、機体の概念検討、材料技術、エ
ンジン騒音低減化技術の点で JADC と産業界を中心に検討
が進められている。
一方、旧航空宇宙技術研究所（NAL）は、そのような我
が国の背景を踏まえ、1997 年に次世代超音速機技術の研究
開発計画（NEXST）をスタートさせた。この計画ではまず
超音速巡航時の革新的な抗力低減技術の開発に主眼を置き、
無人の小型超音速実験機（無推力形態実験機：NEXST-1、
エンジン付形態実験機：NEXST-2）を設計・製造してその
飛行実験による技術実証を目標とした。本計画は、スター
ト段階で ALL Japan 体制を意識し、主要機体メーカー３社
との設計研究会、さらにいつくかの大学との共同研究作業
を通して進め、最終的に NEXST-1 は三菱重工業（MHI）を、
また NEXST-2 は富士重工業（FHI）を主契約社に選定して
実験機の開発を進めた。そして、2002 年に旧 NAL が主体
となって NEXST-1 の飛行実験を行ったが、電機系のトラ
ブルで実験を失敗したため NEXST-2 は中止を余儀なくさ
れ、NEXST-1 のみで終了とする計画に縮小された。その後、
約３年間の総点検を経て 2005 年に飛行実験に成功し、所望
の空力データが取得され、世界初の自然層流翼設計コンセ
プトを含む先進空力技術の飛行実証を達成した。その成果
はデータベースとしてまとめ、国内に公開済みである 8)。
JAXA では先の計画変更に伴い、2003 年 10 月に産官学有
識者からなる「飛行実証研究会」を設置し、約 1 年半に及
ぶ議論を経て NEXST 計画後の新たな研究計画が策定され
た。それは環境適合性に焦点を当てた“静かな SST”コン
セプトの実現に向けた研究開発で、「静粛超音速機技術の
研 究 開 発 （ Silent SuperSonic Technology Demonstration ：
S3）」計画と呼称している。S3 計画の最重要課題はソニッ
クブーム低減技術で、まず世界初の低ブーム機体設計コン
セプトと設計手法を創出し、次にその技術実証としてエン
ジン付き で離 着陸可能 な 研 究 機（S3TD ：S3 Technology
Demonstrator）による飛行実験を計画し、航空機メーカー
（FHI）と基本設計相当の作業を行った。しかしながら、
資金的な制約から S3TD の実現は厳しく、2009 年 8 月の文
部科学省航空科学技術委員会において、計画の見直しが決
定された。その計画は、高度 30km から気球を用いて無推
力滑空機を落下させて設計マッハ数で発生するソニックブ
ームを計測し、低ブーム効果を実証するもので（D-SEND
計画と呼称）、2010 年 11 月には JAXA に D-SEND プロジ
ェクトチームが新たに発足し、本計画の推進を加速する体
制が整った。以上の空力技術の成果は４項で述べる。
最後に国内の大学では、まず東北大は NEXST 計画で
CFD 逆問題設計法の開発に協力し、S3 計画ではソニックブ
ーム伝播解析技術や最適空力設計技術の独自研究を進め、
近年では Busemann の複葉翼理論を使った No boom コンセ
プトの提案、解析、風洞試験、等の研究プログラムを進め
ている。また東京大学では JAXA との共同研究を通して、
低速性能改善技術に関する要素研究を継続的に進めている。
さらに首都大学東京、名古屋大学、帝京大学、鳥取大学な
どとは、JAXA/APG 公募型共同研究や委託研究を通して、
S3 計画の技術目標達成に必要な研究連携を行っている。
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３．次世代 SST の空力技術
次世代 SST ではコンコルドの経済性と環境適合性の課題
を解決しなければならない。経済性とは時間短縮効果と運
賃のバランスであり、先のシンクタンクが実施したインタ
ーネットのアンケートでは、亜音速旅客機に比べて３割高
い運賃でも半分以上の人が、また５割増しであっても３割
以上の人が SST を利用するとの結果が出ている。そのため
には抗力低減、機体・エンジン軽量化が重要課題となる。
環境適合性では、空港騒音、ソニックブーム、オゾン層問
題がある。空港騒音はコンコルドのように特別扱いされる
可能性はなく、今後は亜音速機と同等の基準が適用される
ものと思われる。またオゾン層破壊への影響については、
少なくとも排出ガス中の窒素酸化物（NOx）をコンコルド
に比べて 1/5 以下にすることが必要と言われている。残る
ソニックブーム問題こそ SST に特徴的な課題である。コン
コルドは陸上超音速飛行が禁止され、その高速性を生かせ
なったことが最大の敗因と考えられ、次世代 SST ではこれ
はクリアしたい、と考えられている。そのためにはソニッ
クブームが許容可能なレベルまで低減されなければならな
い。その大きさについては、現在 ICAO を中心に議論が進
んでおり、JAXA もその技術検討に参加しているが、地上
での圧力上昇量を少なくともコンコルドの約 1/4、すなわ
ち約 0.5psf（大気圧の約四千分の一で、ドアノック音のレ
ベル）より小さくしなければならないと言われている。
そこで、ここではこれまでの国内外の研究動向において
得られた次世代 SST 実現のための空力技術（特に効果創出
のためのコンセプトや設計手法）を整理し、図 5 にまとめ
た。以下では、これらの中で特に経済性改善の観点から、
①超音速巡航時の揚抗比向上技術、環境適合性改善の観点
から、②ソニックブーム低減技術と、空港騒音低減に寄与
する③離着陸空力性能改善技術の３点に絞って概観する。
（１）超音速巡航時の揚抗比向上技術
超音速巡航時の抗力は線形理論をもとに摩擦抗力、揚力
依存抗力、造波抗力から構成され、造波抗力には体積依存
分と揚力依存分がある点を考慮すると、抗力は一般に次式
で表される。

C D = C D min + C DL
C D min = C Df + C D ,WV + ∆C DL
where 
2
 C DL = C D ,WL + C D ,V = K (C L − C L 0 )
ここで、CDmin は最小抗力で、摩擦抗力（CDf）と体積依存
造波抗力（CD,WV）及び、ワープ翼（後述）で発生する捩じ
れ/キャンバー効果に起因する付加抗力（ΔCDL）の和であ
る。また CDL は揚力依存抗力で、揚力依存造波抗力
（CD,WL）と渦抗力（CD,V）から構成され、(CL-CL0)の 2 乗
に比例する。CL0 は翼にワープが施されていると生じるオ
フセット量である。尚、一般に薄翼理論の近似では、CDL
の係数 K は揚力傾斜（CLα）の逆数と一致する。
以上より、CD が CL の 2 乗に比例することから、最適
L/D に関しては次の関係式が導かれる（図 6 参照）。

C
1
L
2
where C Lopt = C L 0 + D min
  =
(
)
−
D
2
K
C
C
K
  max
Lopt
L0
通常の SST は造波抗力低減の観点からアスペクト比の小さ
い細長翼となるため、揚力傾斜が低下して K が大きくなる
ことから、CLopt は比較的小さな値となる。コンコルドのア
スペクト比（約 1.5）では CLopt=0.13 程度である。
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となる。但し、離着陸性能改善の観点からは、少しでもア
スペクト比を増加させることに利点があるため、外翼部の
み後退角を浅くして翼幅を伸ばすこと（マッハ円錐の外に
出す可能性も含めて）、また内翼後方部の一部をカットし
て翼面積を小さくすることが考案された。このような主翼
は幾何学的にアロー型平面形と呼ばれ、外翼で後退角の異
なるものを特にクランクトアロー翼と称している。

図 7．超音速巡航時の揚抗比向上技術 1~4)

図 5．次世代 SST の第１次開発計画
上記の分析は線形理論にもとづくが、通常設計点におい
ては剥離は生じていないので線形理論は十分有効と考えら
れる。さらに線形理論の利点は、抗力の成因から抗力低減
のための幾つかのコンセプト（原理）が見い出されること
である。図 7 及び以下にそれらの概要を述べる。

図 6．最適揚抗比の条件
①揚力依存抗力低減コンセプト（K、CL0 制御）3,9)
線形理論によれば、揚力依存抗力低減の観点では亜音速
で成立する前縁推力を維持することが有効となるため、ま
ず SST の主翼前縁が亜音速的であること、すなわちマッハ
円錐内に主翼が位置するよう後退角を選定することが重要

次に、揚力は翼上下面の圧力差（荷重）分布により発生
するが、その分布の仕方を調整することで揚力依存抗力は
低減させることが可能である。これは超音速揚力面理論に
より明らかとなるが、特に翼幅の各位置においてその翼断
面形の捩り角とキャンバーの翼幅方向の分布を最適化した
ものをワープ翼と称し、非常に有効な抗力低減コンセプト
である。尚、揚力面理論の最適解は斜め楕円型平面形であ
り（実用上は離陸時に後退角を変更する必要があるため、
可変翼として使うことが前提で、NASA の AD-1 実験機が
亜音速で可変翼飛行を実証）、大型 SST の場合は斜め全翼
機の構想もある 10)。
また図 7 には Vortex Flap が記載されているが、これは高
揚力装置（HLD）としての機能ではなく、超音速巡航時で
も Flap 面に働く suction force が抗力低減を図れるとする斬
新なもので、F-106B で飛行実証（超音速飛行）もされてい
る。これはワープ翼により前縁 droop を最適に設計して付
着流の立場で前縁推力を確保するのとは異なって、積極的
に前縁剥離渦を発生させてその渦中心の圧力低下による
suction force が前方に向くことを利用して抗力低減を図るア
イディアである 3)。
②体積依存造波抗力低減コンセプト（CD,WV 制御）3)
線形理論によれば、体積依存造波抗力は機体全体の断面
積分布と直接的な関係があることから、その抗力低減のた
めには、まず体積そのものを低減するか、最も適した機軸
方向の断面積分布（2 階微分の滑らかさを要求）になるよ
うに工夫することが考えられる。それには主翼取り付け部
の胴体断面積を削り取るなどの工夫を施すこと（エリアル
ール胴体設計）、体積そのものを減少させるために翼胴接
合部の構造強度を保証しつつ極力断面積を削減するように
工夫する翼胴一体設計（Blended Wing-Body：図 7）が考え
られる。この代表例は SR-71 である。
③摩擦抗力低減コンセプト（CDf 制御）3,9)
摩擦抗力低減には、層流化と乱流摩擦低減の２種類の攻
め方がある。前者の代表は翼面上の圧力分布のみの工夫で
境界層内の擾乱の増幅を抑制して遷移を遅らせる自然層流
翼（Natural Laminar Flow：NLF 翼）、翼面上の一部で境界
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層吸い込みや壁面冷却を行う層流制御翼（Laminar Low
Control：LFC 翼）、両者の組み合わせによりエネルギー効
率を改善する混合型層流制御翼（Hybrid Laminar Flow
Control：HLFC 翼）、さらに適用部位を翼以外にも拡大す
る試みとして、自然層流機首や自然層流ナセルなども考案
されている。
特に自然層流翼はそのエネルギー付加を必要としないた
め大変魅力的で、米国と日本で独立に研究が進められた。
一般に３次元境界層の遷移は２種類の不安定性によって支
配される。一つは２次元翼で見いだされた粘性型の
Tollmien-Schlichiting（T-S）不安定、もう一つは３次元翼に
特徴的な主流に対して横方向に働く圧力勾配の影響で境界
層内に生じる横流れ（crossflow：C-F）に起因する非粘性変
曲点型の不安定である。これまでは、SST に特徴的な大後
退角の主翼では C-F 不安定が前縁近傍で早期に生じてしま
うため、自然層流化は困難とされていたが、米国 Aerion 社
は後退角を極力浅くして C-F 不安定を抑制し、次にその結
果生じる超音速前縁に特徴的な加速勾配を自由に設定でき
る利点を生かして T-S 不安定の抑制を試みるものである。
これは Stanford 大学の協力を得て F-15 の胴体下部に取り付
けられた部分翼模型による飛行試験で検証され、既に特許
化もなされている。Aerion 社の SSBJ 案はこれを採用して
る。一方、我が国では JAXA が NEXST-1 プロジェクトで
大後退角を有する亜音速前縁に対して圧力分布の最適化を
検討し、翼前方のかなりの部分で C-F と T-S 不安定の両方
を同時に抑制できる設計コンセプトを創出し、実験機で飛
行実証したことは先述の通りである（成果は後述）。
次に乱流摩擦抗力の低減には亜音速同様、まずリブレッ
トが実用的にも最も効果的で超音速領域においてもその効
果が存在することは既に風洞試験で確認されている。その
他では乱流境界層の大規模の渦構造（Large Edy）に積極的
に擾乱を与えて、壁面摩擦係数を見掛け上低減させて、総
合的に乱流摩擦抗力を低減させる Larg Edy Break-Up
（LEBU）デバイスが有望視されているが、まだ基礎研究
段階と思われる。
④機体/推進系干渉抵抗低減コンセプト（CD,WV 制御）9)
SSBJ や小型 SST の場合、もしエンジンを翼下に配置す
ると胴体径に比べ比較的直径の大きいナセルを必要とする
ことになるため、その存在により胴体側面及び下面の圧力
分布に大きな影響が生じる。そこで胴体の断面積を非軸対
称的（つまりナセルの影響を大きく受ける部分のみを主体
的に）コントロールする発想に基づく非軸対称 Area-rule 胴
体が考案された。これは NEXST-2 設計時に JAXA で開発
したものである。
次に大型 SST のように比較的直径が小さいナセルを 4 発
配置する場合は、ナセル相互の配置の工夫や、翼下面形状
の局所的修正、さらに翼断面のキャンバ－分布の微修正な
どから成る最適ナセル配置及び形状設計が考えられる。さ
らにインテークから漏れる衝撃波に起因する抗力増加、安
定作動を想定したブリードエアーに起因する抗力増なども
最小化するための高効率インテーク設計も必要となる。
⑤揚力増大コンセプト（CL 制御）
抗力低減とは異なり揚抗比改善に効果的なコンセプトと
して、下面での衝撃波に起因する圧縮効果（上下面差圧と
して揚力増を発生）を利用した Compression Lift による非
線形揚力の有効利用も考えられる（図 7 参照）。このコン
セプトは NASA で開発され XB-70 に適用されたのは有名で
ある。
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最後に、次世代 SST 実現のためには、さらに研究課題が
多く存在し、現在も要素研究が続けられている状況である。
それらは主に単独効果の最適化、さらに組み合わせに伴う
複合効果の最適化の追求という側面に加え、空力以外の設
計とのバッティング、例えば、アロー翼やエリアルール胴
体では構造設計上の制約とのコンプロマイズ、層流翼の場
合は表面平滑度要求の実現と運用上の維持方法（ゴミ等の
付着除去や定期的な効率的清掃方法など）、さらに飛行性、
工作性、運用性とのマッチングを図ることなどの側面も大
きな課題として認識されている。後述のソニックブーム問
題、離着陸性能問題も含め多分野多目的最適化が今後の設
計技術の中心的課題になることは確実である。本報告では
紙数の関係でその点には触れられないが、計算機環境と解
析手法の進歩がそれを可能にしていることを明記したい。
但し、GA（遺伝的アルゴリズム）などの最適化手法さえ完
成すればどんな技術課題も解決できるわけではなく、上述
のような課題の主原因に根差した対処コンセプト（原理）
の考察がいつも重要であることを強調しておきたい。
（２）低ソニックブーム設計技術
ソニックブームを低減する機体の設計技術は、1970 年代
以降の米国を中心とした要素研究の中で開発され、機体形
状を工夫することで機体から発生する衝撃波と膨張波の統
合をうまく調整し、地上で N 型波形に集積しない低ブーム
波形（図 8 参照）を実現する可能性が見出された。その原
型は Seebass-George によって考案され、その後 Darden によ
り改良が加えられた 11)。低ブーム設計の基本は、通常の抗
力低減設計で使われる先端衝撃波を弱めて複数の弱い衝撃
波に分散させる方針ではなく、むしろ先端で一度強い衝撃
波（離脱衝撃波）を発生させ、その後方の衝撃波の発生を
極力抑制し、そのため後方の衝撃波が空間を伝播する過程
で先端の衝撃波に集積し難くする、というアイディアであ
る。従って、低ブ－ム設計は抗力が増大する傾向となり、
“Low Boom & High Drag Paradox”と呼ばれることがある
（図 8 参照）12)。もちろん、低ブーム設計と言っても伝播
距離が無限大になれば衝撃波の N 型への統合は行われるの
で、低ブーム化のポイントは実在大気の温度勾配の効果
（地上ほど温度が高いことから音速が大きくなり見掛け上
マッハ数が減少することで、その非線形効果が弱まること、
これを凍結効果と呼ぶ）で地上までの伝播距離が統合の完
了途中であるようにすることである。

図 8．低ブーム化の基本概念 12)
この方法（S-G-D 法と呼称）の概略を図 9 にまとめる
。まず Whitham のソニックブーム理論に従って機体の
実際の断面積に、揚力の発生に伴う気流の偏向状態を等価
的に模擬できる軸対称物体を想定し、その断面積を実際の

11,13)
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ものに加えた等価断面積分布 Ae を使い、図 9 の F 関数を
定義する。次に遠方での低ブーム波形に対応する F 関数形
を設定し、最後に F 関数の定義式を積分方程式と見なして
解くことで Ae 分布を逆算するという手法である。
S-G-D 法では Ae 分布のみが解として求まるだけなので、
等価断面積を満たす翼と胴体の配分は任意となる。通常は
主翼形状の設計を抗力低減の観点から行うので、低ブーム
化は胴体形状で調整する案が有効となる 3)。但し、SSBJ や
小型 SST のように相対的に胴体の寄与が大きい形態では、
主翼の設計においても低ブーム性を想定した揚力分布とな
るような抗力/ブーム同時低減を可能とさせる多目的最適設
計の視点が必要と思われる 13,14)。
尚、この S-G-D 法の有効性は、既に風洞試験でも検証さ
れ、特に先端ブームの低減化に関しては米国の SSBD 計画
において F-5 戦闘機の改造機を用いて飛行実証されている
（図 10）。但し、S-G-D 法の最大の課題は、解の性質とし
て制約される機体最後方部まで揚力を構成する荷重が分布
しなければならないという点で、トリム問題を発生する。
米国では NASA を中心にその解決に向けた研究が進められ
ており、N+2、N+3 計画でいろいろな試みがなされている
模様である 14)。一方、JAXA でもこの問題を取り上げ、SG-D 法の概念を利用しつつ設計空間を広げ、さらに GA に
よる最適設計法を組み合わせることでトリム問題を解決し、
かつ先端/後端ブームの同時低減化を可能とするコンセプト
を創出し、その飛行実証に向けたプロジェクト（DSEND）を推進中である 14)。

図 9．低ブーム機体設計法（S-G-D 法）の概要 11)

JAXA-SP-12-010

収・緩和過程も反映しているため、その理論的予測が難し
く大きな挑戦課題となっている。最近、この点では非線形
音響解析法として有効な Burgers 方程式ベースの伝播解析
法の開発が試みられ、大きな進展が得られている。またソ
ニックブームの伝播において、地上 1km 付近に存在すると
言われる大気乱流の影響の取り扱いも検討課題である。
最後に低ブ―ム化の実現には設計とは別に許容レベルの
設定問題がある。これは先述の通り ICAO の検討課題で、
アウトドア/インドアでのブーム波形と人間の心理的反応や
適切な評価指標の検討、及び建物への影響などが議論され
ている。以上のソニックブーム関連の研究は基本的に米国
が積極的に進めているが（図 10）、JAXA も D-SEND プロ
ジェクト及び要素研究（伝播解析技術の開発、ブーム評価
に関する NASA との共同研究など）を通して、ICAO の技
術的検討の場でそれらの成果の提供も含めて議論に参加す
ることで、来たるべき基準策定に向けて応分の貢献を果た
して行きたいと考えている。尚、JAXA の最近のソニック
ブーム研究の動向は文献 14 にまとめられているので合わせ
て参照頂きたい。
（３）離着陸性能改善技術
一般に、SST に特徴的な主翼は、超音速巡航時の造波抗
力低減の観点から大後退翼で低アスペクト比かつ薄翼とな
る。このような主翼形態は低速性能が低下することは宿命
である。そのため、次世代 SST では高揚力装置（HLD）の
付加は必須であり、それに伴う安定性の確保のため水平尾
翼（あるいはカナード）も不可欠となる。従って、空港騒
音低減の観点では低速空力性能の改善は不可避的な課題と
なっている。
まず高迎角で外翼の剥離が先行することで頭上げモーメ
ントが発生するピッチアップの抑制が重要である。図 11 に
低アスペクト比翼の空力特性に関する迎角依存性を模式的
にまとめる。通常は、構造設計上の制約から、単純な直線
的後退前縁を採用し、キンクを翼幅方向に１ヶ所設けてア
ロー型平面形を構成するのが一般的であるが、内翼と外翼
の前縁剥離渦が２種類発生し、相互干渉の結果、外翼の前
縁剥離渦の崩壊が誘発されピッチアップが起き易くなる。
それに対してコンコルドのオ―ジー翼のような曲線的に滑
らかに前縁後退角が変化する平面形の場合は、大迎角時の
前縁剥離渦は前縁に巻きつきながら一本の渦として下流に
流されるため、崩壊を遅らせることが可能となる。今後は
この点を考慮しつつ、巡航時の主翼平面形の設計を行うべ
きであるが、大迎角時の剥離流の解析を常に CFD を用いて
行うのは効率的ではない。そこで、効率化の点でピッチア
ップ現象の簡易推算ツールの開発も重要な課題になってい
る（図 12 参照）。

図 10．米国のソニックブーム研究の概要 14)
その他、飛行時のロバスト性、加速運動や曲線運動時に
生じる圧力波形の伝播過程の強い非線形統合に基づくフォ
ーカスブームの特性とのバランスなどの考慮も課題として
考えられる。さらに設計技術の中核となるブーム伝播解析
精度の向上、特に立ち上がり時間は分子のエネルギー吸

図 11．低アスペクト比翼の空力特性
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次に高揚力装置（HLD）については、前縁及び後縁フラ
ップが考えられる。特に後縁フラップの効用は通常の航空
機と同等である。但し、大型 SST の場合は、翼下にエンジ
ンが配置されるため、ナセルが後縁フラップを分断してし
まい、その効率が低下することが懸念される。この点も踏
まえ、フラップ形状と舵角の最適組み合わせを考えること
も必要である。合わせて、ジェット排気による外部流の引
きこみ効果も考慮する必要がある 2)。
一方、前縁フラップは薄翼構造のため、単純折り曲げ型
のフラップ形態にほぼ限定される。但し、前縁フラップに
関しては、亜音速前縁であれば丸い前縁形状が採用可能で
あり、この場合は前縁まわりの付着流を想定して翼面上の
流れ場を制御する方式、逆に前縁を尖らせて積極的に剥離
させ、その強い前縁剥離渦の中心部の負圧を利用した吸い
上げ効果により非線形揚力を生むボルテックスフラップ
（VF）も考えられる。VF は剥離渦の強さ（舵角）と面積
の組み合わせで最適化が可能となり、欧州の EPISTLE プロ
ジェクトや JAXA の研究において VF をセグメント毎に分
割して最適化を試みている（図 12 参照）。
最後に実用化の課題として、HLD の効率化の点で剥離制
御がポイントとなるのでボルテックスジェネレータ（VG）
の活用、また後縁フラップとの複合効果による剥離制御な
どが挙げられる。さらに前縁フラップとワープ翼とのマッ
チング（ヒンジライン問題）、自然層流翼とのマッチング
（可動部の隙間と段差問題）も考えられる。解析法として
は、CFD における乱流モデルの高 Re 数検証も挙げられる
が、EPISTLE では高 Re 数風洞試験データにより一定の成
果を挙げている（図 12 参照）15)。
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は文献 9 参照）。その最大のポイントは自然層流翼に適し
た理想的な圧力分布を創出したことで、現在はその検討方
法を高 Re 数状態にも適用し、特許出願に至っている。
飛行実験成果の概要を図 14 にまとめる。全長 11.5m の実
験機をマッハ２で滑空させて翼面上の遷移点を計測し、設
計点において約 40%の層流化（C-F 不安定の抑制）を確認
した 9)。また NEXST プロジェクトでは、先述した通り一
連の CFD、風洞試験、飛行試験データ、及び形状情報、設
計ソフト、そして成果発表論文類をデータベースの形で国
内に公開した 8)。これにより、我が国の超音速機技術レベ
ルの底上げに貢献できるものと考えている。

図 13．JAXA 超音速機技術の研究計画

図 14．NEXST-1 飛行実験の成果概要
図 12．離着陸性能改善技術の例
４．JAXA の SST 研究とその空力技術
JAXA では、図 13 に示すように 1997 年から継続的に次
世代 SST における鍵技術の研究開発並びにその実証計画を
実施している。以下では、代表的な成果として、「次世代
超音速機技術の研究開発（National EXperimental Supersonic
Transport: NEXST）」プロジェクト、静粛超音速機技術の
研 究 開 発 （ Silent SuperSonic Technology Demonstration ：
S3）」プログラム、「低ソニックブーム設計概念実証（DSEND）」プロジェクトの３つの空力技術を紹介する。
（１）NEXST プロジェクト
ここでは超音速巡航時の抗力低減技術の研究開発に重点
化し、既存の圧力抗力低減コンセプトの最適組み合わせと、
世界初の亜音速前縁型の自然層流翼設計コンセプトを創出
し、両者を取り込める CFD 逆問題設計法を開発した（詳細

（２）S3 プログラム
ここでは、“静粛”の名が示す通り、超音速機の離着陸
騒音低減とソニックブーム低減の研究開発がメインである。
まず離着陸騒音低減技術としては、ジェット排気速度の低
減が効果的である以上、それに寄与する低速空力性能の改
善を取り上げた。次にソニックブーム低減技術こそ、次世
代 SST の必須技術と位置付け、その研究開発を最重要課題
とした。その結果、先述した通り JAXA として世界初のト
リム可能で先端/後端ブーム同時低減化を達成できる設計コ
ンセプトと手法を創出し、既に特許化も実現している。図
15 に設計コンセプトと設計例を示す。
S3 計画では、当初、エンジン付き研究機（S3TD）を用
いて多数回の飛行試験と非設計点での広範囲のデータ取得
を通して定性的にも定量的にも設計技術を実証する計画で
あった。しかしながら予算上の制約により 2009 年に計画を
見直し、無推力形態での低ブーム設計機の設計点のみに特
化した飛行実証プロジェクト（D-SEND）として切り出し
て実施している。尚、低ソニックブーム設計概念の実証以
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外の要素研究は S3 計画の中で実施している。以下に S3 計
画の概要を述べる。
①研究開発目標
S3 計画では、2010 年代の半ばまでに次世代 SST の実現
に必要な重要技術課題を克服する技術を獲得することの一
環として、研究開発終了時に小型 SST の実現を可能とする
技術目標を達成することを掲げている。ここで小型 SST と
は技術参照機体概念の意味で、各要素技術開発の適用対象
として想定したものである（図 4 参照）。
S3 計画の技術課題は、①ソニックブーム低減、②離着陸
騒音低減、③低抗力化、④軽量化、の 4 つである。またそ
れらの達成目標は、①コンコルド技術に対してソニックブ
ーム強度の半減、②離着陸騒音は ICAO 基準 Chap.4 に適合、
③揚抗比 8 以上、④コンコルド技術に対して構造重量 15%
減、を設定した 1)。
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2010 年 9 月にスウェーデン実験場で実機（戦闘機）を用い
たソニックブーム計測を行い、ABBA システムの健全性を
確認した（図 17 参照）。

図 16．JAXA の静粛超音速研究機の基本設計概要

図 15．JAXA の低ブーム設計コンセプトと設計例
ここで NEXST 計画と異なり小型 SST を対象としたのは、
ブーム強度の許容レベルを少なくともコンコルドの 1/4
（約 0.5psf）以下まで低減する必要があることから、S-G-D
法では約 1/2 までが限界であることを想定して、機体規模
の低減が必要との認識によっている。その結果、最大 50 人
乗りの小型 SST の機体規模（離陸重量が約 70ton）が妥当
であり、その市場性については冒頭のシンクタンクに検討
を依頼し、幸いにも東京-シンガポール間の航続距離を有す
る場合、成立性のあることが示されている。
②低ブーム設計技術の飛行実証方法
JAXA の低ブーム設計技術は、S-G-D 法では課題であっ
た抗力増加とトリム問題を改善することを主眼とした CFD
を用いた多目的最適設計法である。実機適用を想定するた
め、飛行実証用の研究機に実際に適用し、富士重工（株）
の協力を得てシステム設計の視点で成立するよう機体を設
計した点が特徴的である。このようにして設計した S3TD
は全長 14m、離陸重量約 4 トンで、選定した F-125 エンジ
ンを搭載し、離着陸、遷音速加速、超音速巡航（トリム飛
行）を可能とするものである（図 16 参照）。
その低ブーム性の実証には地上でのブーム波形の計測が
不可欠となるが、今回の計測対象のブーム強度は非常に弱
く、地上 1 km 付近までの大気乱流の影響を受けると、そ
の伝播過程でブーム圧力波形の変形が設計通りであること
を定量的に確認できない可能性が考えられた。そこで、大
気乱流の影響を受けないよう係留気球を用いて空中で計測
するシステム（ABBA システムと呼称）を独自に開発し、

図 17．JAXA の空中ブーム計測システムと計測試験
（３）D-SEND プロジェクト
D-SEND 計画は、第一ステップとしてプロジェクとのリ
スク低減の観点から N 型波形と低ブーム波形の発生が確実
にわかっている軸対称物体を落下させて ABBA システムに
より低ブーム効果を確認する D-SEND#1 試験と、本番とし
て低ブ－ム設計機体（S3CM と呼称）の効果を確認する DSEND#2 試験の 2 段階で進めている（図 18）。

図 18．D-SEND プロジェクトの概要
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D-SEND#1 試験は既に 2011 年 5 月に 2 回実施され、低ブ
ーム効果（比較対象の N 型波形に比べてブーム強度の半減
効果）を確認した（図 19）。これは軸対称物体として世界
初である。
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様々な JAXA の要素研究の成果もタイムリーに提供するこ
とで、今後の SST 研究を少しでもリードできればと考えて
いる。

図 20．JAXA のソニックブーム評価技術

図 19．D-SEND#1 試験結果
またソニックブーム低減技術においては伝播解析ツール
の高精度化が不可欠であり、JAXA では S3 計画の中で
Burgers 方程式を始めとした種々の手法を開発してきたが、
今回取得した D-SEND#1 試験の条件でデータ解析を行い結
果を比較したところ、理論的に予測の難しい立ち上がり時
間に関しても非常に良好な一致が確認され、D-SEND#2 に
向けて大きな前進となった。これは D-SEND#1 形状の「近
傍場圧力波形の推算技術」と「ブーム伝播解析技術」によ
って達成されている。本企画セッションではこのようなブ
ーム推算技術に関して多くの研究者による成果と議論を目
的にワークショップが計画されており、D-SEND#1 担当者
からも 2 件の報告がある。また、D-SEND#1 の成果は形状
情報も加えて既に JAXA-HP で公開中である 16)。D-SEND#1
は形状が単純であることから HP の情報は世界的なソニッ
クブーム研究の進歩に貢献できるものと考えている。
D-SEND#2 実験機については、既に詳細設計を完了して
おり、現在（2012 年 7 月時点）では製造段階にある。落下
試験は 2013 年 8 月を予定しているが、この試験でトリム飛
行状態で先端/後端ブームの同時低減化が確認されれば世界
初の試みとなる。
５．おわりに～今後の次世代 SST 計画の動向～
次世代 SST 及び SSBJ の実現に向けた研究開発及び計画
は米欧日で着実に進展している。また ICAO のソニックブ
ーム等環境基準策定に向けた動きも非常に重要である。幸
いにも JAXA はソニックブーム波形を電気的に再現できる
ブームシミュレータを有しており、様々なブーム波形の音
響的特徴（dBA、PLdB 等）と心理的反応との相関データを
蓄積し、NASA との共同研究を通して成果の情報交換も行
っている（図 20 参照）。また JAXA はそれらのデータと先
の D-SEND プロジェクトの成果を得て技術専門研究員の立
場で ICAO のブーム基準策定に向けた技術的な議論に参加
できる機会も得ており、この点では国際協力の立場で応分
の貢献を果たせるものと考えている。その立場と重要性を
認識しつつ、将来の SST 実現に向けた機運の醸成に協力し
て行きたい。もちろん、そのためには D-SEND#2 試験を成
功させ、世界初の貴重なデータを公的な場に提供し、また

最後に、ソニックブーム問題は“人間の心理的反応に基
づく許容値”なので厳しくすればするほど好ましいという
性格を有している。従って、理想的には低ブーム（low
boom）ではなく零ブーム（no boom）を追求する“超”革
新的な研究も必要と考えられる。JAXA は我が国唯一の公
的研究機関として研究開発終了後は、産業界が実機開発と
して実際に使える技術レベルのものを作り上げる使命感か
ら、この“超”革新的な挑戦課題にはなかなか手を染める
ことが難い状況にある。それに対して大学は自由な発想で
何物にも縛られることなく挑戦できる可能性がある点は強
みである。そのような観点の一例として、東北大で提唱し
ている超音速複葉翼（Misora）構想は興味ある挑戦と思わ
れる。現在、米国マサチューセッツ工科大学（MIT）にお
いても興味が持たれ独自の検討が進められているようであ
る（図 21 参照）17)。また離着陸空力性能と超音速巡航性能
のマッチングはいわゆる多目的最適化であるが、その古く
て新しい解決策は可変翼である。この概念はかなり古いが
構造強度上の安全性確保の点で重量増加が避けられず、米
国の第１世代 SST で当初 Boeing が考案した可変後退翼案
は最終的に撤回された。しかしながら、それから約 40 年の
歳月が流れた今こそ、もう一度そのような検討を試みる挑
戦があっても良いのではないだろうか？空港騒音の基準が
厳しくなる以上、その効果的な解決策が可変翼であるとい
う可能性が高いのであれば、十分再考の余地があるものと
考えるが、如何であろうか？

図 21．様々な超音速機形態の例
今後は、世界的な要素研究の動向を着実に捕まえつつ、
一方で何物にも捕らわれない挑戦的なアプローチで次世代
SST に求められる技術課題の克服に産学官の All Japan で取
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り組むことが、我が国の技術優位性を高める近道と考える。
JAXA はその牽引車として役割を果たすことができればと
考えている。その意味において、現在 JAXA で進めている
S3 計画及び D-SEND プロジェクトは決して JAXA 単独のも
のではなく、むしろ All Japan のものとして関係者の皆様に
はご理解頂ければと感じている。S3 計画のスタート時には、
この計画の目標設定について産官学の有識者からなる委員
会で議論の上、結果を共有し、かつ計画の進め方、進捗に
ついても適宜、情報展開の上、議論しながら進めることに
なった経緯がある。また研究リソース拡充のため、次世代
SST の研究にテーマを絞った JAXA/APG 公募型研究制度の
活用と必要に応じた委託研究も行い、S3 計画についてはま
さに All Japan 的に進めている。今後ますます関係者との連
携を強め、次世代 SST 研究、特にその中心課題としての空
力技術研究を加速して行きたいと考えている。
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ABSTRACT
Some numerical analysis tools for predicting near-field pressure signatures of a supersonic airplane are validated with wind tunnel test
data and ballistic range test data. Two model configurations of the first phase of JAXA’s low-sonic-boom concept demonstration project(DSEND#1) are used in this study. Five kinds of numerical analysis tools, a panel analysis with aging modification, an axisymmetric Euler
CFD, an unstructured grid Euler CFD, a structured/unstructured overset grids Euler CFD, and a hexagrid Euler CFD, are applied to these
models for predicting their near-field pressure signatures at Mach number of 1.4 and 1.7. The predicted signatures are compared with the
supersonic wind tunnel data of the 5% models and the ballistic range data of the 1.6% models.

１．はじめに
宇宙航空研究開発機構では低ソニックブーム設計概念実
証プロジェクト D-SEND（Drop test for Simplified Evaluation
of Non-symmetrically Distributed sonic boom）を進めており，
その第１フェーズとして低ソニックブーム設計概念実証技
術の確立を目的とした落下試験（D-SEND#1）を 2011 年 5
月にスウェーデンのキルナ近郊のエスレンジ宇宙センター
で実施した 1)．この落下試験では一般的な N 型波形のソニ
ッ ク ブ ー ム を 発 生 す る 軸 対 称 形 状 （ NWM ： N-Wave
Model）と，同じ最大断面積で低ソニックブーム設計され
た断面積分布を有する低ブーム軸対称形状（ LBM：Low
Boom Model）の 2 種類の供試体（図 1）から発生するソニ
ックブームを空中において計測し，両者の計測ソニックブ
ーム波形の比較により LBM の低ソニックブーム設計効果
を確認した．
軸対称物体による低ソニックブーム設計概念実証は世界
初であり，推進系も有さないシンプルな形状であることか
ら，D-SEND#1 の試験データはソニックブーム推算手法の
検証データとして貴重であると考え，JAXA は D-SEND#1
試験後にデータをまとめ，D-SEND データベース 2)として
公開した．D-SEND データベースには，NWM と LBM の形
状データの他，試験時の両供試体の落下軌道データや当日
の気象データ，空中と地上において計測されたソニックブ
ームデータ等が含まれている．これらのデータを用いれば，
供試体形状に対して落下軌道データから与えられるマッハ
数等の飛行条件での数値解析により機体近傍場圧力波形を
求め，その波形を入力として気象データを考慮した伝播解
析によりソニックブーム波形を推算して，実計測ソニック

ブーム波形との比較により推算手法の検証をすることが可
能となる．
本研究では，ソニックブーム推算のための近傍場圧力
波形推算手法の検証を目的として，D-SEND#1 供試体形状
に対して各種数値解析手法を適用し，風洞試験データとの
比較を実施した．本検証は複数のチームの参加によるワー
クショップ形式で実施され，非構造格子法や，構造／非構
造重合格子法，及びハイブリッド格子法による CFD 解析の
他，線形パネル法に衝撃波に起因する非線形修正を加える
簡易推算手法や，軸対称 CFD 解析等もよる解析も適用し，
解析手法同士の比較も行った．また，風試データの他にも，
バリスティックレンジによる自由飛行試験データとの比較
も実施した．

図1

D-SEND#1 供試体（NWM, LBM）
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２．D-SEND#1 近傍場圧力波形計測
２．１ バリスティックレンジ
本研究では名古屋大学が所有するバリスティックレン
ジ（図 2）を用いた 3) ．本装置は駆動部(1.9m)，加速管
(3.0m)，排気部(1.8m)，分離管(1.4m)と試験部(3.2m)から構
成される．加速管断面は 25mm x 25mm の正方形であり，
管内部にて試験模型のロール回転を防ぐことを意図してい
る．試験部（図 3）では time of flight 法を用いた速度測定，
高速度カメラを用いたシュリーレン可視化，および試験模
型近傍の圧力測定を行う．圧力計は理想的な飛行経路から
150mm 上方(Top)と下方(Bottom)の鉄板に取り付けられ，近
傍場圧力の計測が可能となっている．
本研究では D-SEND#1 供試体の 1/63 の試験模型を製作
した．図 4 は試験模型の写真と寸法である． NWM と LBM
の試験模型は後端から 38.2mm の部分まで同じ形状で，先
頭の形状が異なる．この試験模型には後方にフィンが 4 枚
ついているが，1/63 で製作した場合の厚みが約 0.35mm に
なり強度が不足する可能性がある為に等スケールではなく，
0.8mm とした． 図 5 はマッハ数 1.71 で自由飛行する
NWM と LBM を高速度カメラで撮影したものである．フィ
ンのオリエンテーションは，NWM が後方から見て+字の状
態で，LBM は×字の状態である．また，画像解析から判断
されるそれぞれの迎角は，NWM が+1.1deg，LBM が-0.2deg
であった．先頭部では，模型先端から先頭衝撃波が発生し
ており，その後方の円筒胴体部で膨張波が発生しているの
が分かる．また模型後部では 3 つの衝撃波が観測されてい
るが，これらは先頭方向から順に，試験模型のフィンの付
根から発生したもの，フィン付根から発生した衝撃波が隣
り合うフィンの表面で反射したもの，模型後端から発生し
たものであると考えられる．
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(a) NWM（M=1.71, B120313-03）

(b) LBM（M=1.71, B120313-02）
図 5 バリスティックレンジ試験の様子

図 2 名古屋大学バリスティックレンジ

図 3 試験部

図 4 バリスティックレンジ使用模型

２．２ 超音速風洞試験
本研究における近傍場圧力波形推算手法検証データには，
上述のバリスティックレンジ自由飛行データの他に，超音
速風洞における近傍場圧力波形計測試験データも用いた．
JAXA では，これまでに静圧レールを用いた近傍場圧力波
形計測手法の研究開発を進めており 4)，その知見から今回
は風洞壁で波形計測を実施することとした．図 6 に今回用
いた JAXA 風洞技術開発センターの 1m×1m 超音速風洞に，
5%の LBM 模型をセットアップした様子を示す．風洞下壁
の中心線上には，静圧孔が 4mm 間隔で 111 点（計測区間
440mm）設けられている．（本静圧レールは静圧レール高
さが計測波形に与える影響を調べる目的で，レール高さが
0mm~52mm まで変えられる構造になっているが，今回の試
験では高さ 0mm で試験を実施した．）LBM の模型全長が
400mm あるため，一度に波形全体を計測することはできず，
230mm の延長スティングを用いて模型前後位置を調整して
2 回の通風で波形計測を実施した．
また，通常風洞試験では，バリスティックレンジの自由
飛行試験とは異なり，模型支持の影響が避けられないが，
本試験においては図 7 に示す 3 種類の模型支持法を用いる
ことで，近傍場圧力波形計測結果の支持干渉補正を試みた．
図 8 には，LBM 模型に対して支持干渉補正を適用した際の，
計測波形の変化を示すが，波形後部が後述する構造／非構
造重合格子法 Euler CFD 解析の結果と一致する方向に修正
されている様子が分かる．
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(2)

で定義される波形変形を施し，結果として多価となった波
形に対して，Area balancing 法により衝撃波を導入する．
（ここで r は機軸からの半径方向距離，は比熱比，
  M 2  1 である．）図 10 の波形を見ると，Aging 補正前
の波形は線形パネル法（衝撃波はマッハ波として扱われ
る）解析であるため，波形の先端と後端は 0m と 8m であり
LBM 全長に一致しているが，Aging 補正により波形全長が
長くなっている様子が分かる．（衝撃波の非線形性による
波形の延長が表現されている．）
図 6 JAXA 1mx1m 超音速風洞試験（LBM）

a

b

図9
d

Panair 解析結果

0.1

Aging補正前
Aging補正後

0.08

e

0.06

支持干渉補正
e= d – ( a – b)

0.04
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図 7 支持干渉補正用模型支持方法
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図 8 支持干渉補正
３．D-SEND#1 近傍場圧力波形推算
３．１ パネル法
近傍場圧力波形推算法として，まずは D-SEND#1 供試体
設計時に用いた，線形パネル法 Panair5)に衝撃波に起因する
非線形性による波形変形補正（Aging 補正）を適用する手
法を適用した．本解析では NWM も LBM も，フィンの無
い軸対称物体として簡略化した形状で解析を実施している．
図 9 に Panair 解析結果として LBM の表面 Cp 分布を，図 10
には Panair 解析の出力である Aging 補正前の近傍場圧力波
形と，その波形に Aging 補正を施した波形を比較して示す．
Aging 補正においては，まず Panair 解析結果の近傍場 Cp 分
布を，

F x  

r
2

Cp

の関係式により Whitham の F 関数 6)に変換した上で，

Aging 補正

３．２ 軸対称 CFD 解析
続いて，同じくフィンの無い軸対称形状に対して，2 次
元軸対称 Euler CFD 解析を適用した．CFD ソルバーとして
は，空間差分に Chakravarthy&Osher の TVD スキーム 7)を用
い，時間積分には ADI 陰解法を適用している．図 11 に
LBM に対する解析結果として空間 Cp 分布を示す．計算格
子点数は，機軸方向及び機軸垂直方向とも約 400 点（約 16
万点）である．

(1)
図 11 軸対称 Euler CFD 解析結果
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３．３ 非構造格子法解析
次に 3 次元非構造圧縮性流体ソルバーTAS(Tohoku
University Aerodynamic Simulation) code 8)を適用した．図 12
に本計算に用いた計算格子（NWM M=1.4 解析用）及び解
析結果として Cp 分布を示す．計算格子は機体近傍および
機体下方の格子間隔を細分化し，近傍場圧力波形を可能な
限り詳細に捉えられるようにしている．

JAXA-SP-12-010

M=1.7

構造格子

非構造格子

構造格子

図 13

３．５ ハイブリッド格子法解析
最後に，JAXA が開発したハイブリッド格子（六面体，
四面体，ピラミッド，プリズム）対応解析ツール
FaSTAR11)を適用した．図 14 に，Hexagrid12)で作成した計
算格子及び FaSTAR 解析結果の一例として LBM 周りの Cp
分布を示す．

(a) 計算格子（NWM）

図 12

(b) LBM
UPACS/TAS 重合格子法 Euler CFD 解析結果

(b) Cp 分布
TAS Euler CFD 解析結果（M=1.4）

３．４ 構造／非構造重合格子法解析
JAXA では，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 解析手法の開発を行っている 9)．
非構造格子法としては前述の TAS を JAXA で改良した
JTAS を用い，構造格子法としては JAXA で開発されたマ
ルチブロック構造格子法 UPACS(Unified Platform for
Aerospace Computational Simulation) 10)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 解析を行う．非構造格子から構造格
子への数値補間には市販の可視化ソフトウェアである”
Tecplot360”の付属補間マクロを使用した．本手法を DSEND#1 供試体形状に適用した結果として，図 13 に
M=1.7 での Cp 分布を示す．

M=1.7

(a) ハイブリッド格子

構造格子

非構造格子

構造格子

(a) NWM
図 14

(b) Cp 分布
FaSTAR 解析結果
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(b) LBM
図 15 波形比較（M=1.7, H/L=1.18）

This document is provided by JAXA

94

宇宙航空研究開発機構特別資料

４．近傍場圧力波形推算手法検証
２章で紹介したバリスティックレンジ試験計測データと
超音速風洞試験データを，３章で紹介した 5 種類の数値解
析結果と比較した結果，及びそれぞれの波形の先端圧力値
及び後端圧力値を超音速風洞試験（JSWT）を基準として
比較した結果を図 15 に示す．まず，バリスティックレンジ
と超音速風試データを比較すると，NWM 及び LBM ともに
波形前半部は非常に良い一致を示しており，ピーク圧力値
もほぼ等しいが，波形後部に同じ傾向の差異が見られる．
これは前述の通りバリスティックレンジで使用した模型の
フィン厚みが異なっていることが主たる原因であると推察
される．数値解析結果を比較すると，2 次元軸対称 CFD 解
析結果と UPACS/TAS 重合格子法解析結果が両形状ともに
非常に良く一致しており，この結果からはフィンの有無が
波形に与える影響は大きくないと思われるが，図 16 に示す
超音速風洞試験結果には，フィンの有無，及びフィンのオ
リエンテーション（”+”字と”x”字の差異）により波形後部
に影響が出ることが確認されていることから，フィンの影
響については解析側でより詳細に検討する必要があると思
われる．パネル法＋Aging 補正の結果は，同じ軸対称解析
である 2 次元軸対称 CFD 解析と比べて，波形前半部ではま
ずまず良い一致を示しているが，波形後半部で差異が見ら
れる．波形の長さが長くなる方向にずれていることから，
Aging 補正による誤差（特に Area balancing 補正における誤
差）ではないかと思われる．TAS 解析の結果は，他の解析
結果と比べてかなり波形が鈍っている．前述の通り物体下
方に格子を集めて衝撃波を捕獲することを試みているもの
の，やはり非構造格子で機体近傍場まで衝撃波をシャープ
にとらえることは容易ではないことが伺える．東北大学で
は高精度近傍場波形推算のために，TAS 用の非構造解適合
格子法 13)の開発を進めており，今後本研究への適用が期待
される．最後に FaSTAR の結果を見ると，両形状とも波形
前半部では他の解析結果と良く一致しているが，波形全体
（特に波形後方）において多少波打つ様子が見られる．こ
れは Hexagrid/FaSTAR 解析において近傍場波形をシャープ
に と ら え る た め に用 い て い る格 子 密 度 増加 オプ シ ョ ン
（Refinement Box 機能）において，スパン方向への Box 幅
が十分でないために生じている非物理的な変動であること
が確認されており，更なる改善が期待される．ピーク圧力
値の比較においては，TAS 以外の推算結果は概ね JSWT の
結果よりも高い圧力値を示しており，風洞試験における衝
撃波／境界層干渉による減衰効果を考慮する必要があると
思われる．また，NWM と LBM を比べると，LBM の方が
ピーク圧力値のばらつきが大きく，推算手法の違いが明確
に現れる傾向がある．
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５．まとめ
JAXA が実施した低ソニックブーム設計概念実証プロジ
ェクト（D-SEND プロジェクト）の第 1 フェーズである軸
対称供試体落下試験（D-SEND#1 試験）の 2 種類の供試体
形状（NWM と LBM）を対象として， 近傍場圧力波形推算
手法の検証を実施した．フィンの無い軸対称形状に対して
Panair 解析に Aging 補正を施した手法と 2 次元軸対称 Euler
CFD 解析を，またフィン付きの 3 次元形状に対して非構造
格子法，構造／非構造重合格子法，ハイブリッド格子法の
3 種類の格子を用いた Euler CFD 解析を適用し，バリステ
ィックレンジによる自由飛行試験データ，及び支持干渉補
正を加えた超音速風洞試験データとの比較を行った．ほと
んどの解析手法は実験データと定性的に良い一致を示した
が，特に波形後部においてフィンの影響の有無や，フィン
形状やオリエンテーションの違いに起因すると思われる差
異が確認された．今後，各解析手法を用いた詳細な検討が
必要と考えられる．
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図 16 フィンが後部波形に与える影響（風試結果）
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D-SEND#1 データを用いたソニックブーム伝播解析手法検証
中

右介，牧野 好和，橋本 敦（宇宙航空研究開発機構），山本 雅史（計算力学研究センター），
山下 博（名古屋大），内田 貴也，大林 茂（東北大）

Validation of Sonic-Boom Propagation Analysis Methods Using D-SEND#1 Data
by
Yusuke Naka, Yoshikazu Makino, Atsushi Hashimoto (JAXA), Masafumi Yamamoto (RCCM) ,
Hiroshi Yamashita (Nagoya Univ.), Takaya Uchida, and Shigeru Obayashi (Tohoku Univ.)
ABSTRACT
Several different sonic boom propagation analysis methods were applied for the D-SEND#1 test cases, and the results were validated by
comparing to the measured data. The sonic boom signatures calculated by all of the methods were similar to the measured waveforms as a
whole. However, some discrepancies were found in the detailed features of the signatures among the methods, especially the rise times in
the shock structures.

１．はじめに
ソニックブームの低減はコンコルドに続く次世代の民間
超音速旅客機実現のための最重要課題の一つであり、ソニ
ックブームを低減させる機体概念や機体形状設計技術の研
究開発が国内外で活発に行われている。一方、ソニックブ
ーム低減の目的は私たちが生活する地上で聞こえるソニッ
クブームの大きさやうるささを軽減することであるため、
検討・設計された機体から発生するソニックブームが地上
でどのように聞こえるかを正確に推算する技術も重要とな
る。ソニックブームは機体近傍では非常に大きな圧力変動
であり、それが超音速機の航行高度から地上までの十数
km という長距離を伝播する。この伝播過程において、圧
力波形は有限振幅音波の非線形性や大気による減衰の影響
を受けて大きく変形する。陸地上空の超音速飛行実現のた
めに必須となるソニックブームに関する新たな国際基準策
定の観点からも重要となる、ソニックブームが人々に与え
る聴覚的・心理的影響を検討・評価するには、このような
伝播過程における変形を正確に捉え、特にショック部の立
ち上がり時間等の詳細までも含めたソニックブーム波形を
精度良く推算することが重要である。
ソニックブーム伝播解析手法はこれまでにいくつか研究
開発がされているが、それらの検証や比較は必ずしも十分
になされているとは言えない。そこで本研究では、2011 年
に JAXA が実施した D-SEND#1 試験 1)-3)の条件に対して各
種の手法でソニックブームの伝播解析を行い、実測ソニッ
クブームデータとの比較検証を行う。
２．ソニックブーム伝播解析手法
本研究では、以下の 4 種類の手法を用いてソニックブー
ム伝播解析を実施した。
(A) 波形パラメータ法 4), 5)
(B) 波形パラメータ法＋Taylor ショック 6)
(C) 波形パラメータ法＋周波数領域での減衰 7)
(D) 拡張 Burgers 方程式法 8), 9)
各手法の詳細は参考文献を参照されたいが、ここではそれ
ぞれの特徴を簡単に述べる。
(A)の波形パラメータ法は 1970 年代に考案され、以降ソ
ニックブーム伝播手法として広く使われてきた。波形パラ
メータ法では非線形性による波形の変形を考慮することは
できるが、大気の熱粘性や分子振動緩和による減衰を扱う
ことはできない。そのため、結果として得られる波形のシ
ョック部分は立ち上がり時間がゼロの不連続な圧力変化を
有する。

(B)の手法は波形パラメータ法のこのような問題を解決す
るために提案された手法である。波形パラメータ法による
計算結果に対して、不連続部分に tanh 関数で表される
Taylor ショックを適用して有限の立ち上がり時間を与える。
tanh 関数内のパラメータは、過去の実測データを元に半経
験則に従って決定されることが多い。
(C)の手法も波形パラメータ法の不連続部分に有限の立ち
上がり時間を与えるための手法であり、時間・空間発展的
に解かれる伝播過程において一定の間隔で大気による減衰
の影響を加味する。大気による減衰は(B)のような半経験則
に従うものではなく、大気の熱粘性や分子振動緩和による
影響のモデルを使用している。
(D)の拡張 Burgers 方程式を用いる方法は、近年広く使わ
れるようになったものである。拡張 Burgers 方程式には、
従来の Burgers 方程式に含まれている有限振幅音圧の非線
形性と大気の熱粘性による減衰効果に加え、大気中の分子
の振動緩和による減衰の影響の項も含まれている。
以上に述べた 4 手法の特徴は表 1 のようにまとめられる。
３．解析条件
D-SEND#1 で は 、 N 波 を 発 生 さ せ る N-Wave Model
(NWM) と 低 ブ ー ム 波 形 を 発 生 さ せ る Low-Boom Model
(LBM)という形状の異なる 2 種類の供試体を落下させる試
験を 2 回実施した（図 1）。従って、合計 4 回の供試体の
超音速落下に対してソニックブームを計測した。本研究で
はこの 4 回の落下の全てに対し、地表から約 500m の高さ
に設置されたマイク位置に到達するソニックブーム波形を
各手法による伝播解析を実施して求め、同位置で計測され
た実測データとの比較を行った。
解析に際しては、以下の条件は各手法で同一とするよう
にした。
(1) 供試体近傍圧力波形
(2) マイク高度
(3) ブーム発生時供試体速度

手法
(A)
(B)
(C)
(D)

表 1 ソニックブーム伝播手法の特徴比較
非線形性
大気減衰
解析領域
モデル
半経験則
✓
時間
✓
✓
時間
時間（非線形性）
✓
✓
周波数（減衰）
✓
✓
時間
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(4) ブーム発生高度
(5) 初期ブーム伝播角度
(6) 気象条件（気温、風（水平面内）、湿度）
(1)は CFD 解析（NS）により機体から 16m 離れた点にお
ける圧力波形を求め、これを伝播解析の入力波形として使
用した。入力の近傍場圧力波形を図 2 に示す。(2)は DSEND#1 試験で計測されたマイク位置を用いた。(3)～(5)は
D-SEND#1 で計測された供試体の落下運動データと(2)のマ
イク位置を用いてソニックブーム伝播経路解析を事前に実
施して特定した。(2)～(5)の条件を表 2 に示す。(6)は DSEND#1 実施日のデータを使用した。気象条件を図 3 に示
す。ただし、手法(A)の波形パラメータ法は原理的に湿度を
考慮することができず、また手法(C)の波形パラメータ法と
周波数領域での減衰を組み合わせた手法では、現時点での
ツールの制限として湿度の高度方向の分布（非一様性）は
考慮できない。なお、(2)、(3)、(6)に関するデータは DSEND データベース 3)にて公開されている。

図1

４．結果および考察
合計 4 回の超音速落下に対するソニックブーム伝播解析
結果を図 4～7 に示す。同図には実測波形も併せて示してい
る。上空 500m では大気乱流の影響は小さいが、それでも
特に第 2 回落下試験の実測データでは多少の変形が確認さ
れる。しかし、地上波形に比べればその変形量は非常に小
さく 2)、立ち上がり時間の検証には不十分であるが、波形
全体に対する伝播解析手法の基礎的な検証データとしては
利用可能なデータであると言える。
いずれの落下に対しても各手法による結果は波形全体と
しては実測データとまずますの一致が見られ、LBM 波形後
端の多段ショックも全ての手法でも捉えられている。しか
し、各波形を詳細に見ると、手法による差異が認められる。
NWM（図 4、6）においては、波形全体のレベルが(C)の
波形パラメータ＋周波数領域減衰の手法で他よりも小さく
なっている。しかし、同手法による LBM の解析結果（図 5、
7）の先端ショックでは顕著な差異は認められない。従っ
て、ショック部分の音圧変化量によって解析結果の挙動が
変化する可能性も推察される。
継続時間（後端ショックの位置）は、第 2 回落下試験の
結果（図 6、7）に対してはいずれの手法も実測値と比較的
良く一致している。一方、第 1 回落下試験（図 4、5）では、
(D)の拡張 Burgers 方程式法は実測波形とほぼ同じであるが、
波形パラメータ法を使用した他の 3 手法はやや異なってい
る。第 2 回に比べて第 1 回試験の方がソニックブーム発生
点からマイクまでの伝播距離も長かったため、第 1 回試験
の方が明確に差が現れた可能性も考えられる。
Temperature (degC)
U wind (m/s)
V wind (m/s)
Humidity (%)
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表2

解析条件

NWM
LBM

マッハ数
1.43
1.42

供試体 x
1332 m
1324 m

(a) 第 1 回落下試験
供試体 y
供試体 z
マイク x
4903 m
6030 m
74 m
4830 m
6015 m
74 m

マイク y
15 m
15 m

マイク z
928 m
928 m

初期角度
196°
196°

NWM
LBM

マッハ数
1.58
1.59

供試体 x
1019 m
204 m

(b) 第 2 回落下試験
供試体 y
供試体 z
マイク x
-4330 m
4652 m
-32 m
-4367 m
4552 m
-32 m

マイク y
10 m
10 m

マイク z
1033 m
1033 m

初期角度
346°
357°

前述の通り第 2 回落下試験の実測波形は立ち上がり部分
に波形の歪みが見られ、立ち上がり時間の検証には適さな
いが、第 1 回試験の波形は変形がほとんどなく、検証に適
したデータとなっている。従って、ここでは図 4、5 の第 1
回試験のソニックブーム波形に関してのみ、ショック部分
の立ち上がり時間の推算精度を検証する。推算波形を比較
すると、立ち上がり時間（波形の傾き）は手法による差異
が大きいことが分かる。
まず、(A)の波形パラメータ法では原理的にショックの立
ち上がり時間はゼロとなり、有限の立ち上がり時間は考慮
できない。波形パラメータ法の結果に対して手法(B)で
Taylor ショックを用いた補正を適用すると、D-SEND#1 の
計測結果に対しては立ち上がり時間が非常に長くなってい
ることが分かる。Taylor ショック近似では立ち上がり時間
を決定するための時定数をパラメータとして設定するが、
通常はこの時定数には飛行試験データから経験的に得られ
た値が用いられる。この飛行試験データは主に軍用機の水
平定常飛行中に発生したソニックブームの観測データであ
る 6)。D-SEND#1 ではこれらの飛行試験とはソニックブー
ムの伝播距離が大きく異なるため、立ち上がり時間が異な
る結果になったと考えられる。従って、様々な飛行条件や
気象条件に対応するためには、過去の試験データに基づく
経験的な手法よりも、物理現象のモデルを扱う手法が適し
ていると言える。
残る (C)と(D) の 2 手法は大気による減衰効果のモデルを
扱っている。NWM の波形（図 4）に対しては、(C)の波形
パラメータ法＋周波数領域減衰手法も(D)の拡張 Burgers 方
程式法も実測データと非常に良く一致している。一方、
LBM の波形（図 5）に対しては、(D)の拡張 Burgers 方程式
による推算波形は実測値と良く合っているが、(C)の波形パ
ラメータ法＋周波数減衰の手法は実測波形に比べて立ち上
がり時間が短くなっている。立ち上がり時間には湿度の影
響が大きいが、今回は(C)の手法では全伝播経路において湿
度を一様としており、実際の分布とは異なった条件である
ことも要因の一つとして考えられる。なお、図 4、5 の第 1
回試験に対しては湿度 80%での解析結果を、図 6、7 の第 2
回試験に対しては湿度 50%での解析結果を示している。ま
た、実際にソニックブームが大気中を伝播する際には、非
線形性によって波形が急峻になり高周波成分が増大する現
象と、大気中の伝播過程で特に高周波成分が減衰して波形
の圧力上昇率が緩やかになる現象が同時に起こっているが、
(C)の手法ではこれらの現象をそれぞれ時間領域と周波数領
域で別々に扱っている。このため、両現象の相互作用や波
形変形に対する寄与度を正確に考慮していない可能性も考
えれる。波形変形への寄与度は、周波数領域に変換して大
気減衰の効果を考慮する頻度と関係していると考えられる。

実際にこの頻度を変更して計算を行ったところショック部
分の立ち上がり時間が異なることが確認されたが、適切な
頻度の設定は今後の課題である。
５．結言
異なる 4 つの手法を用いてソニックブーム伝播解析を実
施し、D-SEND#1 における実測データとの比較による検証
と手法間の比較を行った。いずれの手法も波形全体として
は実測波形とまずますの一致を示しており有用性が示され
たが、特にショック部分の立ち上がり時間には差異が認め
られた。この立ち上がり時間の比較から、様々な飛行条件
において立ち上がり時間を正確に推算するためには、過去
の飛行試験結果に基づく半経験的な補正ではなく、大気に
よる減衰のモデルを用いることが有用であることが示唆さ
れた。しかし、大気による減衰のモデルを用いたものであ
っても、手法によっては計算時のパラメータ設定等によっ
て立ち上がり挙動の推算結果がことなることがあることも
分かり、高精度な推算を行うには更に詳細な検証が必要で
あると思われる。また、各手法の特徴を把握した上で、要
求される推算精度や計算時間等に応じて手法・ツールを選
択することも重要である。
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1．はじめに

翼胴融合旅客機（Novel Wing Body: NWB）の概念を検

翼胴融合機は従来の tube-and-wing 機とは異なり胴体

討したうえ，主に空力設計の視点から Kriging 法による

と主翼を滑らかに接続する航空機コンセプトである．

大域的設計探査法により検討してきた[4]．ここまでの

翼胴を融合させることで濡れ面積をある程度抑制する

検討で，まず翼胴の基本レイアウト（図 1）や重量の推

事が出来，胴体部分も揚力面とすることで構造負荷を

算法を構築した上で，平面形表現法の検討を行い，捩

低減させることが出来る．翼胴融合機は翼胴を 1 つの

じり下げや平面形表現パラメータなどの定義法の見直

曲面で構成するため，摩擦抵抗の他に干渉抵抗や空力

しを行った上で 3 次元形状の空力形状最適設計を試み

騒音の低減も期待できる．こうした翼胴融合機は

た．図 2 にこれまでの空力形状最適化により，空力的

Liebeck らの着想[1]によって，抵抗や騒音の低減を図る

に優越しトリム静安定性の強い解として得られた翼胴

と言った観点から大型機向けの概念が提案されたが，

形状と表面圧力分布を示す．図 3 に CL-CMp c.g.の関係性，

今後需要の高まりの予想される環境適合型中・小型旅

また図 4 に外翼接合断面に使用した翼断面を示す．表 1

客機[2]においても空力性能の面などから翼胴融合機の

には図 2 のこの解の機体諸元と空力性能を示す．

概 念 は 有 望 で あ る と 考 え ら れ る ． NASA や

上述の検討において，NWB の空力設計を通して，巡

MIT-Cambridge の研究チームでは Blended Wing Body

航 L/D を高めるための様々な知見を得られつつあるが，

(BWB)や Hybrid Wing Body (HWB)といった翼胴融合形

最適化後の形状では外翼上面の前縁付近に強い衝撃波

態をコンセプトとした旅客機を，特に低騒音旅客機と

が形成し，その造波抵抗によってこれ以上の性能改善

なりえる事に着目して成立性などの研究を行い，機体

が抑制されていた．ここまでの研究では，外翼各設計

概念を提唱している[1, 3]．
こうした背景から，著者らは 150 人乗りの次世代型

翼断面について必要な設計 Cl を見直した上で翼型設計
を行わず，通常の tube-and-wing 機型 JAXA 高揚力装置
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研究モデル(JSM）の向けに代表断面として最適化され，
用いられたスーパークリティカル翼型に近い翼型(図
3)をスパン方向へ一様に適用し内翼にはトリム安定の
ため反転キャンバーを適用した翼断面形を適用し，ね
じりや平面形のみの最適化を行っていた．そのため部
分的に翼型を再設計する事により，衝撃波を弱めて性
能向上が図れることが期待できる．
そこで，本研究では，図 2 に示す NWB に対して外
翼後退角の影響を考慮した主流条件で 2 次元翼型の最
適設計を試みて有望な翼型を 3 次元形状に適用する事

図 1 機体概念及び空力形状定義

で，外翼前縁での衝撃波による造波抵抗を中心とした
抵抗低減効果を調査する．また 2 次元最適設計の結果
からさらなる改善点を考慮し 3 次元設計による下面の
再設計を行った．2 次元翼型の大域的設計探査には遺伝
的アルゴリズム(Genetic Algorithm)を適用し，設計揚力
下での抵抗係数の最小化問題を解いた．2 次元翼型の大
域的設計探査には遺伝的アルゴリズムを適用し，設計
揚力下での抵抗係数の最小化問題を解いた．3 次元設計
には Kriging 法を用いた設計探査を行った．2 次元及び
3 次元空力性能は数値流体力学(Computational Fluid
Dynamics: CFD)により取得する．なお本研究では外翼

図 2 これまでに得られた空力的な基準形状と表面圧力
[4](左:上面，右:下面)

の衝撃波に着目しているためトリム安定については正
確に考慮していない．また機体重量の算出には文献

表 1 図 2 基準形状の機体性能[4]

[12,13,14]に基づく統計式により推算している．重心位
置についてはキャビン，主翼などの各コンポーネント

L/D

巡航迎角(deg.)

重量(kg)

の幾何中心と重量の重み付け線形和により求めている。

21.1

1.24

71700

なお本研究では平面形を固定しているため各個体の重

重心位置(%)

空力中心位置(%)

Static Margin(%)

量、重心位置は表 1 と同様である．翼型を 3 次元展開

51.7

52.1

0.012

し再度数値計算を行った結果から，外翼の翼型による
空力特性の違いを考察し，基準形状(BaseLine 形状)と比
較し，NWB 設計を行う上で必要な翼型に関する設計知
識の獲得を行う．

図3

CL-CMp c.g.の関係性
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次世代の個体群が形成される．解の多様性を維持する
ことができ，局所解に陥ることを防ぐことができる.
図 4 JSM を基にした翼型

3. 2. 空力評価手法
3. 2. 1. 2 次元空力計算

2. 翼型定義手法
本 研 究 で は 2 次 元 翼 型 定 義 に PARametric

2 次元空力評価計算には Navier-Stokes 方程式を解い
た．この方程式は以下のように表わされる．

SECtion(PAESEC)法[5]を用いる．PARSEC 法は遷音速
空気力学に基づいたスーパークリティカル翼に近い形
状の表現を関数化することができる表現法である．上

∂
Φ dV +
∂t

∫
Ω

∫ΩΦ ⋅ nds = 0

(2)

∂

面と下面を分離して定義し，翼型の重要な変数である
前縁半径をパラメータとして直接操作した上で上面と

ここでΦは領域内の保存量，Φ は領域に出入りする保

下面を連続的につなぐ．PARSEC 法は x-z 平面において

存量の和である．時間積分には LU-SGS(Lower- Upper
Symmetric Gauss-Seidel) 陰 解 法 [7] ， 流 束 の 評 価 に は

式 (1)に示す x の多項式で与えられる．
6

z=

∑a

n

×x

MUSCL 法により高次精度化した 3 次精度風上差分[8]
を適用した．乱流モデルには Baldwin-Lomax モデルを

2 n −1
2

用いた．

n =1

(1)

an は実数の係数であり，これらを決定するパラメータ
を図 5 に示す．本研究では後縁厚み Δzte を 0 としたの
で，翼型を表現するパラメータの数は 10 となる．

また空間離散化に構造格子法を用い，翼周りに CH
型格子を代数的手法[9]により自動作成する．格子数は
翼周りに 191 点，翼鉛直方向に 91 点，翼後方に 32 点
とした． 計算格子を図 6 に示す．計算条件は 3 次元形
状での後退角を考慮し，翼前縁に垂直な流れを想定す
るため巡航 Mach 数に後退角 Λ の余弦成分を掛けた
M=0.69，レイノルズ数は 1.0×107 とした．

図 5 PARSEC 法定義

(a)

3．設計手法
3. 1. 大域的設計探査法
3. 1. 1. 遺伝的アルゴリズム
本研究では大域的設計探査に遺伝的アルゴリズム
(Genetic Algorithm: GA)[6]を適用する．GA とは，生物
の環境に適応し進化する過程からヒントを得たアルゴ
リズムである．生物の進化を模倣したオペレータによ

(b)

り，ある世代を形成している個体の集合，個体群の中

図 6 2 次元計算格子，(a) 翼周り， (b) 格子全体

から，環境への適応度の高い個体が，高い確率で生き
残るように選択され，さらに，交叉や突然変異により
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4. 2. 3 次元翼下面再設計

3. 2. 2. 3 次元空力計算
3 次元空力性能評価には非構造格子圧縮性

3 次元翼下面再設計では巡航 CL=0.129 における L/D

Navier-Stokes 方程式 CFD Solver の TAS code (Tohoku

の最大化を行う．用いる設計変数は PARSEC 法での下

university Aerodynamic Simulation Code) を用いた[10,

面の変数である xlo，zxxlo の 2 変数とした．

11]．格子サイズは機体表面の格子点数が約 14 万点，
空間格子点数が約 400 万点である．
計算条件は M=0.8，
7

レイノルズ数は 6.6×10 とし，巡航 CL=0.129 における
L/D を評価する．また 3 次元計算格子を図 7 に示す．

5．結果と考察
5. 1. 2 次元最適化結果
図 8 に今回の最適設計で得られた各翼型の形状を示
す．図 8 の各形状を見ると，全体的に後縁で大きなキ
ャンバーがついている形状となっている． Cl=0.6 では
前縁半径が比較的大きく，前縁部から翼弦中央までキ
ャンバーがついていない対称形状になっており，また
翼面も平坦な形状となっている．一方で，それより大
きな設計 Cl=0.8 では，前縁部から緩やかにキャンバー
が付いている形状となっている．さらに大きな設計
Cl=1.0 の形状では前縁から大きなキャンバーを持ち，
高い揚力を得るためにキャンバーを利用した形状とな
っている．

図7

3 次元計算格子

4．設計問題
4. 1. 目的関数
4. 1. 1. 2 次元翼型最適設計
本研究では設計 Cl を 0.6，0.8，1.0 とした場合の
M=0.69 での抵抗係数 Cd の最小化を行う．

4. 1. 2. 設計変数
2 次元翼型最適設計のための PARSEC 法での設計空

図8

各設計 Cl での最適形状

間を表 2 に示す．本研究では最大翼厚比を 10%に制約
5. 2. 3 次元計算結果

している．

前節から各設計 Cl から得られた翼型を NWB 形状に

表 2 設計空間

適用し，巡航 CL での計算を行った．3 次元形状におけ

PARSEC 法

前縁半径
後縁角
上面最大翼厚位置
上面最大翼厚
上面翼面曲率
下面最大翼厚位置
下面翼面曲率
後縁開き角

rle
αte
xup
zup
zxxup
xlo
zxxlo
βte

下限
値
0.005
-9.00
0.3
0.035
-0.45
0.30
0.20
2

後縁高さ

zte

-0.02

変数

上限
値
0.020
-3.00
0.5
0.070
-0.15
0.50
0.80
6
0.02

るスパン方向の翼厚分布や捩じり下げ分布は先行研究
での基準形状（図 2）と同等とした．
表 3 に 2 次元最適化計算から得られた翼型形状を適
用した NWB の 3 次元計算による空力特性の結果を示
す．また図 9 にその時の表面圧力分布の可視化，図 10
に外翼翼胴接合部における Cp 分布を示す．表 3 より
L/D は Des2 で最も大きく 20.4 となった．図 9 の可視化
結果より，Des1 では外翼上面の前縁において依然強い
衝撃波が形成されていた一方，Des2 では外翼上面の翼
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前縁で発生していた衝撃波の発生が抑制されているこ
とが分かる．同時に，下面前縁側において弱い衝撃波
の発生が観察できる．Des3 については外翼上面の翼前
縁での衝撃波が比較的後縁側に観察され，が意欲だけ
でなく内翼上面側での負圧領域も広がっている事が分
かる．しかしながら，その局所衝撃波は比較的強いも
のとなっているうえ，外翼下面の翼前縁での衝撃波も
図9

強くなり，空力性能を悪化させていると考えられる．

3 次元表面圧力分布の比較

図 10 より外翼-翼胴接合部での CＰ分布を比較すると，
Des1 では前縁サクションが大きく，その後強い圧力回
復が起きており造波抵抗により空力性能が低下したこ
とが分かる．Des2 の CP 分布をみると上面でのサクシ
ョンが低く抑えられ，上面の流れが緩やかになってい
る事が分かる．但し，下面前縁でサクションがやや大
きくなり，衝撃波が発生した事により，全体としての
空力性能の向上とはならなかったと考えられる． Des3
の CP 分布をみると翼胴接合部では衝撃波が発生してい

図 10

外翼翼胴接合部断面 CP 分布

ない事が分かるが，翼弦中央付近において圧力回復が
起こっており，また図 9 にも見られたように外翼翼端
側での上面で強い衝撃波が見られ，空力性能が低下し

5. 3. 3 次元翼下面再設計結果
Des2 において PARSEC 法での下面の変数である xlo，

ていることが分かる．翼上面前縁での衝撃波を緩和す

zxxlo のみを設計変数として 3 次元計算によってサンプ

るという点からは Des2 を新たな基準形状とすること

リングを行い，Kriging 法を用いた設計探査を行った．

が有望であり， NWB 形状に適用する翼型としてはス

計算個体は初期個体 10 個体，追加個体 8 個体の計 18

ーパークリティカル翼型のように後縁に大きなキャン

個体である．図 11 にサンプリングの結果を示す．図 12

バーを持つ翼型では無く，翼型前縁部から徐々に緩や

にはサンプリングにより得られた近似曲面を示す．サ

かなキャンバーを持ち始め，負圧領域を保つ翼型の適

ンプリングにより得られた最適個体を DesA とし，表

用が望ましい事が分かった． また，Des2 においては

面圧力分布の可視化の結果を図 13 に示す．また図 14

下面前縁での形状を再設計することにより下面前縁で

に DesA と BaseLine 形状の CL-CMp

のサクションを抑え，空力性能を改善できると考えら

表 4 には DesA の空力特性を示す．

れる．この改善に向けた再設計について次節以降に述

c.g.の関係性を示す．

図 12 のサンプリング結果から，前節で得られた Des2
よりも高い揚抗比を示す設計が複数得られた．DesA で

べる．
表3

は Des2 と比較して揚抗比にして約 0.2 の向上が見られ

3 次元形状空力特性
L/D

巡航迎角(deg.)

Des1(設計 Cl=0.6)

18.7

0.82

図 12 の近似曲面の可視化結果を見てみると，下面の

Des2(設計 Cl =0.8)

20.4

1.04

最大翼厚位置である xlo は前方にあるほど L/D が低く，

Des3(設計 Cl =1.0)

18.9

0.45

0.4~0.5 といった比較的後方に位置するほど L/D が高い

た．

事がわかる．また下面翼面曲率 zxxlo が小さく翼下面形
状が緩やかに変化する時に L/D が向上することが分か
る．図 13 において，今回のサンプリングで得られた最
適個体 DesA の表面圧力分布をみると，下面の前縁で
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の衝撃波が緩和された事がわかる．この衝撃波の緩和
により空力性能が向上したと考えられる．また外翼翼
胴接合部断面の Cp 分布を Des2 と比較すると，DesA
では下面前縁でのサクションが Des2 に比べ弱くなっ
ており，圧力回復が緩やかになっている事が分かる．
また図 14 を見ると，巡航 CL 時のモーメントがほぼ
BaseLine と同様になっており，トリム静安定性がある
事が見て取れる．また表 4 より空力中心位置は BaseLine
と比べ約 1.5%後方に移動し，Static Margin は 5.5%に増
加している事が分かる．
このように空力的な改善は部分的に行う事が出来た
が，先行研究における Baseline と比較すると全体とし

図 13

DesA 表面圧力分布

ての L/D が向上は十分とは言えない．これは今回の設
計では翼型を変更した事によって必要となる捩じり下
げ分布の再設計は行っていないため，得られた翼型に
おける捩じり分布が適正でないためと考えられる．

図 14

DesA，BaseLine の CL-CMp c.g.の関係性

図 11 サンプリング結果

表4

DesA 空力特性

L/D

巡航迎角(deg.)

20.6

1.33

空力中心位置(%)

Static Margin(%)

53.6

5.524

6．まとめ
本論文では 150 席級の次世代型翼胴旅客機，NWB
の外翼について幾つかの設計 Cl の元で 2 次元翼型の最
図 12 応答曲面の様子

適設計を行い，NWB に生じていた造波抵抗の低減を試
みた．また，2 次元翼型の有望形状を 3 次元形状に反映
させたうえで空力特性の考察を行った．さらにその結
果から，3 次元設計による下面の再設計を行い，空力性
能の向上を試みた．2 次元翼型設計の結果，設計 Cl が
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1998.
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ロータ試験データベースとの検証計算におけるモデル忠実度の影響
菅原瑛明 1, 田辺安忠 2, 齊藤茂 2
1.（株）菱友システムズ, 2.宇宙航空研究開発機構

Influence of Geometry Fidelity on the CFD Validation with a Rotor Experimental
Database
by
Hideaki Sugawara, Yasutada Tanabe, Shigeru Saito
ABSTRACT
This paper describes the influence of fidelity of CFD geometry model on the accuracy of prediction compared with the JAXA Multipurpose Rotor Test System (JMRTS) experimental database. It is found that the blade grip has strong influence to the pressure distribution
around the hub area, while the mast model increases the predicted accuracy on the fuselage surface downstream. It is also found that the
existence of the fuselage model shows noticeable effect on the BVI strength. Although the complete complicated rotating details of the
rotor hub are difficult to be included in the CFD geometry models, above simplified geometry models can deliver quite satisfactory
prediction accuracy compared with experiments.

1.

はじめに
ヘリコプタ周りの流れ場は非対称で非定常な流れ場とな
っており、非常に複雑な流れ場である。また、ヘリコプタ
には騒音や振動の問題等、多くの問題が残っている。これ
らの問題に対する現象の解明や改善には、実験的な取り組
みと CFD のような数値計算による取り組みが挙げられるが、
それぞれには課題がある。ヘリコプタの実験は、ロータ部
が回転するため、試験装置が複雑になる。そのため、試験
装置の製作コストが高く、圧力センサー等の計測機器を含
めると、試験全体で高コストになりがちである。また、装
置が動いているため、計測が困難なこと、施設等も少ない
ため試験期間に制約が生じてしまい、数多くの条件におけ
る試験の実施や現象の把握が困難である。一方、CFD は流
れ場全体の情報を持っており、流れ場の詳細を知るには有
用なツールになりうるが、結果の信頼性に課題があり、実
験との検証が必要である。また、ヘリコプタのような移動
物体の解析には計算コストが大きくデータの生産性が低い。
特に騒音の解析は計算コストが大きくなる。以上のように、
実験と CFD にはそれぞれ課題があり、ヘリコプタの諸問題
の解決には、両者をうまく利用することが重要になってく
る。
ヘリコプタにおける実験と CFD の両者の利用方法は次の
ように考えられる。まず、CFD を用いて形状最適化や試験
計画の検討を行う。次に実験を実施し、試験データの計測
を行う。得られたデータは、そのまま利用、もしくは CFD
との比較・検証を行い計算結果の妥当性を把握し、実験デ
ータと合わせて流れ場等の現象の把握に用いる。次に、得
られた結果を吟味した後、設計等の改善にフィードバック
する等が考えられる。しかし、上述の流れでは、CFD の結
果がある程度の精度が保証されていることが前提となり、
検証が十分された CFD コードが必要となる。
JAXA では、ヘリコプタ用の統合解析ツールの開発をし
ている[1]。これは、ヘリコプタの空力解析とブレード弾性
変形解析、トリム解析、騒音解析ができるツールである。
現在は、それぞれの解析結果の比較・検証を行い、信頼性
向上に取り組んでいる。また、近年のコンピュータの発展
に伴い、ヘリコプタの CFD 技術は胴体を含めた解析が可能
になった。しかし、ヘリコプタの胴体は形状が非常に複雑
で、忠実に再現することが非常に困難なため、どの程度再
現が必要か、それぞれの影響はどの程度なのかを検証する
必要がある。以上のことから、ヘリコプタにおける解析技
術において、まだ検証が必要な段階である。

ヘリコプタの公開されている実験データは、Caradonna
らの行ったロータのみのホバリングにおける基礎的な実験
[2]や、胴体を含めた ROBIN (Rotor Body Interaction)モデル
による空力干渉実験[3]、各国共同で行われた HARTII [4, 5]
などがある。これらは、CFD 検証用のデータとしては利用
可能な範囲が限られており、幅広い条件での検証用データ
が必要である。JAXA では、2008 年に CFD 検証用のデータ
取得を目的として、前進飛行条件におけるロータと胴体の
空力干渉試験と降下飛行条件における BVI 試験を実施して、
幅広い条件でデータを取得し、独自のデータベースを構築
した[6]。このデータベースを JMRTS（JAXA Multi-purpose
Rotor Test System）データベースと呼ぶ。
本報告では、ヘリコプタにおける CFD の予測精度向上を
目的として、JMRTS データベースを利用した、胴体の空力
干渉問題と BVI の予測精度における検証計算を行い、形状
モデル忠実度が解析結果に与える影響について検証を行っ
た結果について報告する。
2.

回転翼風洞試験データベース
風洞試験に使用した試験装置を図 1 に示す。ロータの直
径は 2.042m で、ブレードの翼型は NACA0012、コード長
は 0.065m、捩り下げは 8.168deg (8deg/m)、ルートカットは
0.206m、ブレード枚数は 4 枚である。
非定常圧力センサーを胴体とブレード上に取り付け、圧
力を測定している。胴体上には 15 個の非定常圧力センサー
が取り付けられ、取り付け位置は胴体中心線方向に 9 点、
ロータ・ハブを中心として x=-0.212m の断面に 7 点 (Pf4 も
含む) 取り付けられている（図 2）。前者の取り付け位置を
センタライン、後者の取り付け位置をクロスラインと呼ぶ。
また、ブレード上のセンサーの取り付け位置は、ロータ半
径 90%位置の断面上に、ブレード上面 4%コードの位置と
ブレード下面 1%、4%、7%コード位置に計 4 点取り付けて
いる（図 3）。
表 1 に試験条件を示す。試験条件は、前進飛行条件と降
下飛行条件でそれぞれ行い、前進率 μ と推力係数 CT をそれ
ぞれ変更して計測を行い、幅広くデータを取得している。
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ルンゲ クッタ法、ブ レード及び胴 体格子では Dual-time
stepping 法で非定常陰解法を構築し、疑似時間での積分は
DP-LUR 法、もしくは LU-SGS 法で求めている。各格子間
の補間には Tri-linear 補間で値を受け渡している。
Outer Back Grid

Inner Back Grid

図 1 風洞試験装置
Pf10
Pf9
Pf8
Pf1

Pf2

Pf3

Pf4

Y

Pf11

Pf12

Pf13

Pf14

Pf15

図 4 計算格子の例

X
Pf7

3.2 計算条件
計算条件は、部品ごとの影響を検証するため、以下の形
状モデルを作成して計算を行った。
Model 1 : ロータ単体
Model 2 : ロータ+簡易胴体
Model 3 : グリップ付きロータ+簡易胴体
Model 4 : ロータ+マスト付き胴体
ここで Model 3 のグリップとは、ブレード取り付け部のハ
ブ・グリップのことである。また、Model 4 のマストは、
今回の計算上では回転をしていない。各モデルを図 5 にそ
れぞれ示す。

Pf6
Rotor center

Pf5

図 2 胴体上の圧力センサー取り付け位置

Chord length C = 65cm

1%C

7%C
4%C

図 3 ブレード上の圧力センサー取り付け位置
表 1 風洞試験条件
Flight condition
Freestream Mach number
Tip Mach number
Advance ratio
Experimatal thrust coefficient
AOA of rotor shaft plane

M∞
M tip
μ
CT
αs

Forward flight
0.015～0.161

Descent flight
0.035～0.059

0.561
0.03～0.29

0.313
0.11～0.19

-3

2.8×10 , 4.7×10
-2 deg

-3

-3

6.0×10 , 7.5×10
4 deg

(a) Model 1

(b) Model 2

-3

3. 数値計算法
3.1 rFlow3D [7]
CFD コードは、rFlow3D を使用する。支配方程式は、圧
縮性オイラー方程式で、有限体積法で離散化している。ま
た、このコードの大きな特徴として、回転翼の流れ場を解
くために移動重合格子法を使用しており、ヘリコプタのロ
ータブレードのような回転体の流れ場を解くことが可能で
ある。計算格子の代表例を図 4 に示す。空間は 2 段階の格
子解像度で格子点数を節約しており、外側の格子は粗い格
子を、ブレードや胴体近傍の流れが複雑なところは細かい
格子を使用している。外側の粗い方を外側背景格子、内側
を内側背景格子と呼んでいる。また、両者の背景格子は直
線格子である。ブレードと胴体格子、背景格子をそれぞれ
重合させて計算している。
数値流束は、全速度型 SLAU スキームを移動重合格子法
に拡張した mSLAU(Modified SLAU)[8] を使用し、高次精度
化には空間 4 次精度の FCMT(Forth Order Compact MUSCL
TVD)法を使用している。時間積分は、背景格子で 4 段階の

(c) Model 3
(d) Model 4
図 5 形状モデル
ロータと胴体の空力干渉問題については、前進飛行条件
で検証を実施した。計算条件は、表 1 の試験ケースから、
推力係数 CT=4.7×10-3、前進率 μ=0.16 で行った。形状モデ
ルはそれぞれ Model 2～Model 4 を利用して検証した。BVI
予測精度の検証は、降下飛行条件で行い、CT=7.5×10-3 、
μ=0.17 の条件で検証を行った。形状モデルは Model 1 と
Model 2 を利用し、胴体の影響について検証を行った。計
算条件を表 2 に示す。
また、本計算を行うにあたり、ブレードは剛性の高い材
質のため、弾性変形は無視できるほど小さな変動と仮定し、
剛体として計算を実施した。また、ブレードの運動は風洞
試験より得られた舵角を利用して計算を行っている。ブレ
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Ψ はブレードの方位角、θ0 はブレード・ルート部における
コレクティブ・ピッチ、θ1C は横サイクリック・ピッチ、
θ1S は縦サイクリック・ピッチである。
フラッピング角 β は、
(2)
β=
(Ψ ) β 0 + β1C cos(Ψ ) + β1S sin( Ψ )
β0 はコーニング角、β1C は前後方向の傾き角、β1S は左右方
向の傾き角である。
リード・ラグ角 ζ は、

ζ=
(Ψ ) ζ 0 + ζ 1C cos(Ψ ) + ζ 1S sin(Ψ )

(3)

ζ0 はリード・ラグ角、ζ1C は 1 次調和振動の cosin 成分、ζ1S
は 1 次調和振動の sin 成分である。
表 2 前進飛行の計算条件
Flight condition
Freestream Mach number
Tip Mach number
Advance ratio
Thrust coefficient

M∞
M tip
μ
CT

Forward flight
0.0879
0.561
0.16

Descent flight
0.0528
0.313
0.17

AOA of rotor shaft plane

α s [deg]

4.76×10-3
-2

7.56×10-3
4.0

Blade collective pitch
Lateral cyclic pitch
Longitudinal cyclic pitch
Blade coning angle
Longitudinal flapping angle
Lateral flapping anle
Blade lag angle
first harmonic cosin component
first harmonic sin component

θ 0 [deg]
θ 1c [deg]
θ 1s [deg]
β 0 [deg]
β 1c [deg]
β 1s [deg]
ζ 0 [deg]
ζ 1c [deg]
ζ 1s [deg]

11.01
2.72
-2.08
1.29
0.05
-0.14
-1.06
0.05
-0.17

13.45
3.94
-2.71
1.39
-0.06
-0.04
-0.67
-0.08
-0.10

4. 計算結果と検証
4.1 形状忠実度による胴体上の圧力変動の予測への影響
形状忠実度が及ぼす胴体上の平均圧力分布および圧力変
動の予測結果への影響を比較するため、前進飛行における
計算結果を用いて考察を行う。図 6 に方位角 Ψ = 0 deg 時の
各形状の圧力分布を示す。ロータ・ハブ周辺の圧力分布が
それぞれ異なっている様子が見て取れる。特に、ブレード
取り付け部のハブ・グリップを含んだ Model 3 が顕著に異
なっていることがわかる。

図 7 にセンタラインとクロスラインにおける平均圧力分
布の実験値と計算結果の比較を示す。ここで、計算結果の
平均圧力分布は、ロータ 1 周分の平均を示している。また、
圧力係数は音速による動圧によって無次元化しており、以
下のように計算している。

C pa =

2.0
1.5

(4)

Experiment
Model 2 [simple]
Model 3 [with hub grip]
Model 4 [with mast]

μ=0.16

1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

x/R
(a) センタライン

Pressure coefficient, Cpa [×10-2]

2.0

(a) Model 2

P − P∞
1
ρa ∞ 2
2

センタライン上の分布（図 7 (a)）を見ると、胴体前方
（x/R=0.7～-0.3）では各形状とも同様な結果を示しており、
実験ともよく一致していることが見て取れる。胴体後方
（x/R=0.3～0.8）では、それぞれの形状で異なる傾向を示
しており、Model 3 の結果が実験に最も近い結果を示して
いる。次に、ハブ周辺（x/R=-0.3～0.3）の分布を比較する
と、これも形状ごとに分布が異なり、Model 3 が最も実験
に近い結果を示している。ハブ周辺の圧力分布を比較する
ため、クロスライン上の分布（図 7(b)）を見ると、Model
2 では中心付近の圧力分布が実験と異なっており、Model 3
の結果が実験と良い一致を示している。図 8 に Model 2 と
Model 3 の比較を示す。Model 3 のハブ・グリップは、ク
ロスライン上にあり、かつ、胴体の非常に近くに隣接して
いる。そのため、胴体に与える影響は大きく、実験結果と
計算結果から、クロスライン上の圧力分布は、ハブ・グリ
ップの通過に伴う圧力変動（図 6(b)）によって、図 7(b)の
ような分布になっていることがわかる。

Pressure coefficient, Cpa [×10-2]

ード運動データは表 2 に示した実験から得られた値を用い
た。ブレードの運動はフェザリング運動とフラッピング運
動、リード・ラグ運動があり、それぞれの角度は 1 次の調
和振動で表される。フェザリング角θは、
(1)
θ=
(Ψ ) θ 0 + θ1C cos(Ψ ) + θ1S sin( Ψ )

1.5

μ=0.16
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Model 3 [with hub grip]
Model 4 [with mast]
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(b) Model 3
(c) Model 4
図 6 胴体上の圧力分布の様子

(b) クロスライン
図 7 胴体上の平均圧力分布の比較
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クロスライン

Model 2

Model 3

図 8 Model 2 と Model 3 の形状の比較

拡大図

胴体上の圧力変動の比較を図 9 に示す。ここでは、代表
的 に 胴 体 前 方 の Pf3（ 図 9(a) ） と 胴 体 後 方 の Pf12（ 図
9(b)）を示す。それぞれの比較結果から、ブレードの通過
に伴って現れる周期的な変動を良く捉えている。Pf3 にお
いては、形状に関係なく同様な結果が得られていることか
ら、形状の影響が少ないことがわかる。Pf12 においては、
ブレード通過に伴う圧力変動の後に小さな変動が実験値で
見られ、Model 2 および Model 3 の計算結果では、その変動
が見られない。Model 4 の結果を見ると、位相は異なって
いるが、小さな変動は捉えている。この現象について詳細
に考察を行うため、図 10 に Model 2 と Model 4 の断面渦度
分布を示す。図 10(a)に図 10(b)～(d)の拡大図の位置につい
て示した。また、図中の黒の実線は、Pf12 の断面位置を示
している。Model 4 の流れ場の様子（図 10(c), (e)）を見る
と、Pf12 を渦が通過している様子がわかる。また、Model 2
（図 10(b), (d)）では、流れ場は比較的乱れておらず、渦が
生じていない。このことから、マストによって乱れた流れ
場から生じる渦によって変動が生じていることがわかる。
以上の結果から、ハブ・グリップはハブ周辺の圧力分布
と後方の圧力分布に、マストは胴体後方の圧力変動の予測
結果に影響があることが確認され、実験の再現には、ハ
ブ・グリップとマストをモデル化する必要があることがわ
かった。
0.3

Pf12の断面
(x/R=0.412)

(a) 拡大図の位置

(b) Model 2, Ψ=105deg

(d) Model 2, Ψ=135deg
(e) Model 4, Ψ=135deg
図 10 胴体後方の断面渦度分布
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(a) Pf3
0.3

4.2 BVI の予測の影響
BVI の予測精度を比較するため、ブレード圧力変動の実
験値と計算結果の比較を図 11 に示す。ここで示す圧力変動
は、ロータ半径 90%位置におけるブレード前縁から 4%位
置の上下面（図 3, 上面:Pb1, 下面:Pb3）の圧力の差を示して
いる。これは、BVI は前縁付近で起こる局所的な現象であ
ることから、上面及び下面の圧力変動を評価するためであ
る。計算結果を見ると、どちらの結果も BVI の特徴的な圧
力変動が捉えられているのが見て取れる。また、胴体の影
響として結果に差が表れているのは、方位角 Ψ = 0 deg と Ψ
= 180 deg 周辺で見られ、BVI が生じている位相には大きな
影響は見られない。

Pf12
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(b) Pf12
図 9 胴体上の圧力変動の比較
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図 11 ブレード上の圧力変動の比較
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大きな差が見られた Ψ = 0 deg と Ψ = 180 deg 周辺につい
て考察すると、Ψ = 0 deg と Ψ = 180 deg 周辺 はそれぞれロ
ータの前方と後方にあたる。従って、胴体がロータ面の下
に存在している位置にあたり、胴体によって流れ場が影響
を受けていると考えられる。ロータ面直下（0.1c 下, c:ブレ
ードコード長）の縦断面における誘導速度分布を図 12 に示
す。胴体を含むことによって、ロータ前方では、アップウ
ォッシュが生じており、後方ではより大きい誘導速度が生
じている。この結果から、ロータ面の前後で流れ場が異な
ることがわかる。
0.020

Model 1 [Isolated rotor]
Model 2 [Rotor with fuselage]

0.015
0.010

w/a∞

0.005
0.000

-0.005
-0.010
-0.015
-0.020

Longitudinal
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

x
図 12 ロータ面直下の誘導速度分布

1.5

次に、BVI の強さの影響について考察する。BVI の強さ
については、圧力変動の勾配で評価を行った。図 13 に圧力
変動の勾配を示す。実験と計算結果で振幅に差があること
が見て取れる。これは、格子解像度の影響と、ロータ推力
が過小に評価されていることが原因と考えられる。表 3 に
ロータ推力の値を示す。計算結果のロータ推力は実験に比
べて 7%程過小評価されており、この差も原因の一つと考
えられる。また、計算結果同士のロータ推力の誤差は 0.8%
程度でほとんど同じである。計算における胴体が及ぼす
BVI 予測への影響は、振幅が BVI の強さとし、BVI が起こ
りうる区間での勾配の値を二乗平均平方根[d(Cpa)/dΨ]RMS で
評価した。図 13 から BVI が起こりうる区間は、前進側で
Ψ = 30～70 deg、後退側で Ψ=280～320 deg とした。評価し
た結果を表 4 に示す。Model 2 の胴体を含んだ方が 1.17 倍
大きく評価されている。この原因は、渦の強さやブレード
と渦の垂直距離であるミスディスタンスの違いが挙げられ
る。
0.03

Model 1 [Isolated rotor]
Model 2 [Rotor with fuselage]

dCpa /dΨ

0.01
0
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-0.02
-0.03
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0
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Experiment
Model 1 [Isolated rotor]
Model 2 [Rotor/fuselage]

C T [×10-3]
7.558
7.019
7.079

表 4 BVI の強さの比較
Model 1
[d(Cpa)/dΨ]RMS [×10-3]
3.523

Model 2
4.122

渦の強さやミスディスタンスの影響について検証するた
め、図 14 のように BVI 発生時での方位角におけるミスデ
ィスタンスと渦度の大きさについて検証した。BVI 発生時
の方位角は、図 13 から、前進側で Ψ = 60 deg、後退側で Ψ
= 295deg で比較した。取得した値をそれぞれ表 5 と表 6 に
示す。ミスディスタンスにおける符号は、正の値でブレー
ド上方における渦位置、負の値はブレードから下方に位置
していることを示している。前進側について比較すると、
ミスディスタンスと渦度はそれぞれ Model 2 の方が大きい。
ミスディスタンスについては傾向が逆で、通常ミスディス
タンスが大きければ BVI の強さは小さくなる。従って、前
進側では渦度による影響であることがわかる。次に後退側
について比較すると、ミスディスタンスは Model 2 が小さ
く、渦度は Model 2 が大きいため、どちらも Model 2 が
BVI の大きくなる傾向を示している。
以上のことから、ロータ単体でも BVI を予測可能である
が、BVI 発生時の渦の位置と渦度が若干異なるため、BVI
の強さの予測には一定の影響があることがわかった。
翼端渦

図 14 渦位置と渦度の取得例
表 5 ミスディスタンスの比較
Model 1
Miss distance [/c ] [adv. side]
0.018
Miss distance [/c ] [ret. side]
-0.201

Model 2
-0.112
-0.104

表 6 渦度の比較
Model 1
Vorticity magnitude [adv. side]
0.924
Vorticity magnitude [ret. side]
0.921

Model 2
1.273
1.417

5. まとめ
ヘリコプタにおける CFD の予測精度向上を目的として、
JMRTS データベースを利用した形状モデル忠実度の影響に
ついて検証を行った。検証の結果、以下のことがわかった。

Experiment

0.02

表 3 ロータ推力の比較

Ret. side
240

270 300 330 360
Azimuth angle, Ψ

図 13 圧力変動の勾配

1. 形状忠実度の胴体上の圧力変動の予測への影響
ハブ・グリップとマストの影響について検証を行った結
果、クロスライン上の圧力分布の比較から、ハブ・グリッ
プはハブ周辺の圧力分布の予測結果に影響を与え、ハブ周
辺の圧力分布は、ハブ・グリップをモデル化することで、
実験と良い一致を示した。また、マストは胴体後方におけ
る圧力変動への影響が大きく、ブレード通過に伴う圧力変
動の後に生じる変動は、マストによって乱れた流れ場から
生じる渦の通過によって起こっていることがわかった。
以上のことから、実験の再現には、ハブ・グリップとマ
ストをそれぞれモデル化する必要がある事が示唆された。
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2.

BVI の予測精度への影響
BVI の予測における胴体の影響について検証した。胴体
の有無における検証計算の結果、胴体を含めることによっ
て、胴体周辺の流れ場が変化するため、ミスディスタンス
と渦度の予測結果に影響が見られた。その結果、BVI の予
測への影響は、位相に影響はないが、BVI の強さに一定の
影響があることがわかった。
本数値計算において、トリム調整を行わずにブレードの
運動を定義して計算を行った。ロータの空力に胴体の影響
があることが確認されたため、同じ空力条件で比較するた
めには、ブレードの舵角等がそれぞれ異なることが推測さ
れる。今後はトリム解析を行い、弾性変形も含めた解析を
実施し、さらなる比較・検証を行っていく。
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EFD/CFD 融合可視化に関する基礎検討 (第 2 報)
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Fundamental Study on EFD/CFD Integrated Visualization (Second Report)
by
Takayuki Itoh, Kaori Hattanda, Shigeya Watanabe, Shigeru Kuchi-ishi, Kanako Yasue
ABSTRACT
EFD (Experimental Fluid Dynamics) and CFD (Computational Fluid Dynamics) are important techniques for simulation and analysis of
fluid phenomena. We have been developing an EFD/CFD integrated visualization system as a part of EFD/CFD integrated system. As the
second report of our work, this paper presents techniques for visual comparison of vortices, vorticity, and shockwaves between EFD and
CFD. Also, this paper discusses a fundamental study on visualization of differences of scalar fields (e.g. pressure field) between EFD and
CFD.
1. はじめに
航空機の機体周りの流速や，機体にかかる圧力・抵抗の
計測は，航空機開発において非常に重要である．特に機体
の後方に生じる流れの渦は，機体の損傷や燃費の悪化を招
く可能性があるので，重要な観察点となっている．
流 体 現 象 の 理 解 や 分 析 の た め に ， Experimental Fluid
Dynamics (EFD) と Computational Fluid Dynamics (CFD)の 2
種類の手法が研究されている． EFD 技術は風洞などの実験
環境を用いて模型周りの流速を計測するものであり，CFD
よりも長い歴史を有する．EFD を適用することで，計測精
度や風洞壁干渉などの誤差要因はあるものの，ある程度の
信頼性を持った計測値が得られる．しかし，EFD ではラン
ニングコストや使用可能日程の制限などから，重要性の高
い模型形状や気流パラメータだけを適用して実験回数を限
定することも多い．一方で，航空宇宙機開発をはじめとす
る多くの分野において，CFD に基づく計算機シミュレーシ
ョン技術が広く用いられている．CFD を適用することで，
複雑な流体現象をより容易に再現・可視化することが可能
になる．ただし一般的に CFD では，実際の流体現象の再現
に対する妥当性の検証が重要となる．
これらの両者の問題点を考慮し，EFD における実験結果
と CFD におけるシミュレーション結果を比較し，その差分
をわかりやすく可視化することは，シミュレーション技術
の改良において重要である．そこで我々は EFD と CFD の
融合可視化に取り組んでいる．前報 1)では航空機の機体表
面の圧力分布の比較可視化を中心に報告した．その続報と
して本稿では，以下の 3 機能の基礎検討結果を報告する．
1) 機体後方における EFD と CFD の流速の比較可視化のた
めの諸機能．具体的には，渦中心位置や渦度分布の比較可
視化，流速の差分可視化の各機能を開発した．
2) 機体表面における EFD と CFD の衝撃波線の比較可視化．
前報では機体表面の圧力値の勾配が大きい部位を抽出して
いたが，これを衝撃波線の抽出に置き換えた．
3) 機体表面における EFD と CFD の差分や誤差に着目した
可視化のフレームワーク．ごく初期的な一例として，差分
の大きい部位だけを明るく色付けする可視化を試みた．
2. 関連研究
2.1 EFD/CFD融合システムViDI
航空・宇宙開発の現場で EFD/CFD 融合技術を導入して
いる例として，NASA Langly 研究所による 3 次元仮想実験
診断システム(ViDI:Virtual Diagnostics Interface System) 2)が
挙げられる．ViDI は，風洞実験の実施のための事前検討で，
3 次元 CAD を用いることで実験の最適化及び効率化を図る
システムである．また，事前実施した CFD の計算結果と風
洞試験結果を実験中にリアルタイムで厳密に比較・可視化
することができる．ただし，EFD/CFD のデータフォーマッ

トの不統一などにより，データ比較に煩雑さが残る．
2.2 EFD/CFD融合技術
デジタル・アナログハイブリッド風洞 3)は，風洞と CFD
を強く連携させたコンカレントな EFD/CFD 融合システム
である．EFD/CFD 融合技術の基本方針は以下のとおりであ
る．機体設計で定義された形状から，事前に CFD 解析を行
う．続いて風洞試験において，EFD データと事前 CFD デ
ータとの統合可視化・比較処理を適用することで，準リア
ルタイムな評価を可能とする．その後，主要な EFD データ
を随時 CFD へ戻し，EFD の条件を基に詳細な CFD 解析を
再実施する．その結果，EFD/CFD データおよび両者を融合
させた最も確からしい結果がデータベース化され，以降の
風洞試験や CFD 解析，設計開発に活用される．
本稿は，このような EFD/CFD 融合技術での両データ間
の比較・評価を効率化するために，統合可視化手法を提案
するものである．この統合可視化では，横に隣接する
EFD/CFD データを交互に見ることで比較はできるが，両デ
ータの一致度を測る定量的な解析や，EFD/CFD 間での特徴
的な箇所のズレといった定性的な解析は難しい．
2.3 EFD/CFD融合可視化
我々の EFD/CFD 融合可視化の基礎検討に関する前報 1)で
は，航空機機体における EFD/CFD の圧力値の分布可視化，
差分表示，急勾配線の検出に関して報告している．急勾配
線とは圧力が急激に変化している部分であり，このような
箇所近辺には渦や衝撃波などの特異点が見つかることが多
いとされている．一方，流速に関しては分布可視化のみと
なっている．そこで本研究では，流速に関して差分表示・
渦の検出を行う．これと圧力の差分表示・急勾配線を同時
に可視化することにより，航空機周りの EFD/CFD の特徴
や急勾配線と渦の関係性など流体現象の解明に役立てたい．
2.4渦中心検出手法
渦中心はベクタ場から検出可能であることが既に知られ
ている．この渦中心検出手法は例えば，複雑なベクタ場を
少数の流線で効果的に可視化するための流線開始点決定 4)
などに応用されている．一般的に渦中心は，速度場でのベ
クタが 0 である特異点の一種であり，自動抽出することが
可能である．我々の実装における渦中心検出では，この手
法を用いてベクタ場全体にわたって特異点を抽出した後，
特異点が渦中心であるかを判定する．
3. EFD/CFD融合可視化システム
3.1 想定するデータ
我々が現在開発中の EFD/CFD 融合可視化システムが想
定するデータの例を図 1 に示す．この可視化システムでは，
以下の 4 種類のデータが入力されていることを仮定する．
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物体表面上の圧力に関する EFD/CFD データ．
物体周りの流速に関する EFD/CFD データ．
なお本稿で示す可視化結果では，模型形状 DLR-F6，マ
ッハ数 0.75，迎角 0.19 度のデータを用いている．機体の形
状および位置は，機体の前後方向を x 軸，左右方向を y 軸，
上下方向を z 軸とする 3 次元直交座標系で表現されている．

JAXA-SP-12-010

1. 要素が四角形の場合には 2 個の三角形に分割する．
2. 点 Ve’ と 3 頂点の各々を結ぶ線分を生成し，この線分で
三角形を 3 つに分割する．
3. 点 Ve’ における値を v とし，三角形の 3 頂点における値を
v1, v2, v3 とする．また，3 つの三角形の面積をそれぞれ S12,
S13, S23 とし，その合計を S とする．このとき v の値は各
三角形における値を面積で重みつけられた平均であると
すると，以下の式が成立する．

v + v2 + v3
v + v 3 + v1 ⎞
1⎛ v + v1 + v 2
v = ｜S12
+ S23
+ S31
｜
⎠
⎝
S
3
3
3

この式を v について解くことで，点 Ve’における値を求
める．

図 1 圧力・流速分布の可視化例
現時点での我々の実装では，EFD データと CFD データ
に対して，3 次元空間中の一平面を軸として，互いに面/線
対称な形状と位置関係を有することを仮定する．図 1 に示
したデータでは，画面の左半分が圧力および流速の EFD デ
ータの表示結果，右半分が CFD データの表示結果であり，
互いに面/線対称な形状と位置関係を有している．
前報 1)では我々自身で開発した表示プログラムによる可視
化結果を示したが，現時点での我々の実装では可視化のた
めの処理結果をソフトウェア TecPlot に転送して表示して
いる．ただし現時点のシステム構成では，我々による処理
結果は TecPlot が定める書式でのファイルでしか受け渡せ
ないので，その制約の範囲で実現可能な技術を実装してい
る．具体的には以下の形式で処理結果を出力している．
格子構造の各頂点における圧力や流速の差分値，その他
の値を，各頂点におけるスカラ値・ベクタ値・色 値
（RGB値）として出力する．
追加表示する点や線の情報を，座標値の集合として別フ
ァイルに出力する．
3.2 データ統合・差分算出
本システムにおいて EFD および CFD の各データは格子
構造をもって与えられることを前提とする．格子構造を構
成する各頂点には座標値(x,y,z)の他に，圧力データではスカ
ラ値 s が与えられ，流速データでは正規化されたベクタ値
(u,v,w)が与えられるものとする．
一般的に EFD データと CFD データでは，格子構造が全く
同一であることは期待できない．我々が扱っているデータの
場合，EFD データは圧力では三角形格子，流速では四角形
格子であるのに対して，CFD データは三角形・四角形混合
格子となっている．両者の差分の算出には，同じ座標での値
を比較しなくてはならないことから，EFD/CFD の格子構造
を統合する必要がある．本研究では EFD の値を基準として
CFD の値を比較するという立場から，EFD の各格子点にお
ける CFD のスカラ値またはベクタ値を補間により求めるこ
とで，データを統合する．その後に，EFD/CFD の各計測点
の差分を算出する．データ統合の手順は以下のとおりである
（図 2 参照）．
1. EFD 上の頂点 Ve に対応する CFD 上の座標値 Ve’ を求
める．
2. Ve’ を囲む要素 Cc を求める．
3. Cc の頂点の値から Ve’ における値を補間する．
4. EFD の全ての頂点に対して， 1～3 を繰り返す．
スカラ値またはベクタ値の補間の手順は以下のとおりである
（図 3 参照）．

図 2 EFD/CFD データ統合

v13 =

v + v 3 + v1
3

v 23 =

v12 =

図 3 各頂点における値の補間

v + v2 + v3
3

v + v1 + v 2
3

以上の手順で EFD/CFD データを統合した後，EFD/CFD の各
頂点において，圧力データの場合にはスカラ値の差分，流速
データの場合にはベクタ値の長さの差分を算出し，差分の値
に応じて頂点の色を算出する．
4. 渦中心や渦度に基づく流速の比較可視化
本章では，EFD/CFD データの流速を比較するために，渦
中心や渦度を活用した可視化の事例を示す．
4.1 渦中心検出
渦は流れが不安定な箇所で，機体の破損や燃費の悪化な
ど飛行に悪影響を及ぼす可能性があることから，流体シミ
ュレーションにおいて非常に重要な観察点となっている．
渦中心や EFD/CFD 間の渦のズレを可視化することで，機体
にかかる抵抗の直感的な理解を可能にする．
飛行機後部の速度場ではエンジン後部と翼端の後方に渦
が発生している．翼端の渦(翼端渦)は翼の上下の流速と圧
力の差によって発生する渦であり，この渦の強さで機体に
どれほどの抗力がかかっているかを確認することができる．
一方，エンジン後部の渦は様々な要因が絡み合い乱流が発
生していることにより，現在扱っている 2 次元平面のデー
タのみでは渦の発生要因や EFD/CFD 間の渦の対応関係を
観察することが難しい．よって，本研究では翼端渦を検出
して比較する．図 4 は，翼端渦の例である．

図 4 翼端渦
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続いて渦中心の検出手法について述べる．渦中心は速度
が 続いて渦中心の検出手法について述べる．渦中心は速度
0 である点の一種である．よって，速度場において速度が
0 となっている頂点を算出し，渦中心かそれ以外の点(鞍点)
が 0 である点の一種である．よって，速度場において速度が
かの判定を行うことで，渦中心を検出する．渦中心検出の手
0 となっている頂点を算出し，渦中心かそれ以外の点(鞍点)
段として，文献 4)の手法を用いる．渦中心検出の手順は以下
かの判定を行うことで，渦中心を検出する．渦中心検出の手
のとおりである．本研究では，扱っているデータが機体後
段として，文献 4)の手法を用いる．渦中心検出の手順は以下
部の平面データであるため，現段階ではその平面に生成さ
のとおりである．本研究では，扱っているデータが機体後
れる渦を対象としている．飛行機の圧力と流速の三次元空
部の平面データであるため，現段階ではその平面に生成さ
間は，機体前後方向が x 軸，速度場は yz 平面で構成されて
れる渦を対象としている．飛行機の圧力と流速の三次元空
いる．なお，ここでは飛行機に対して垂直にできる渦のみ
間は，機体前後方向が x 軸，速度場は yz 平面で構成されて
を算出するため，yz 平面を対象とする．以下，渦中心を検
いる．なお，ここでは飛行機に対して垂直にできる渦のみ
出する手法について論じる．
を算出するため，yz 平面を対象とする．以下，渦中心を検
まず要素を 1 個選ぶ．要素が四角形である場合には 2 つ
出する手法について論じる．
の三角形に分割し，その各々について以下の処理を適用す
まず要素を 1 個選ぶ．要素が四角形である場合には 2 つ
る．続いて，三角形の内部にベクタの長さが
0 となる点が
の三角形に分割し，その各々について以下の処理を適用す
あるか判定する．ここで各頂点における流速を表すベクタ
る．続いて，三角形の内部にベクタの長さが 0 となる点が
を(v
i, wi)とする．3 頂点におけるベクタを補間した結果とし
あるか判定する．ここで各頂点における流速を表すベクタ
て長さ 0 となる点が存在するとき，以下の式が成立する．
を(vi, wi)とする．3 頂点におけるベクタを補間した結果とし
⎛ 0⎞ ⎛ v 0 ⎞
⎛ v1 ⎞
⎛v 2 ⎞
て長さ 0 となる点が存在するとき，以下の式が成立する．
=
× p+
×q+
× (1− p − q)

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝⎛0⎠⎞ ⎝⎛vw00⎠⎞
⎝⎛ vw11⎠⎞
⎝⎛ vw22⎠⎞
=
×
p
+
×
q
+
(1− p − q)
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟
⎜ ⎟の×値が以下の条件
この式を
w 0⎠
⎝0⎠p,q⎝について解いたとき，p,q
⎝ w1⎠
⎝ w 2⎠
0 ≤ p , 0 ≤ q , 0 ≤ 1 − p −のq値が以下の条件
この式を p,q について解いたとき，p,q

を満たすとき，三角形内部にベクタの長さが
0 ≤ p , 0 ≤ q , 0 ≤ 1 − p − q 0 である点が
あると判定できる．さもなければ，この三角形内部にはベ
を満たすとき，三角形内部にベクタの長さが 0 である点が
クタの長さが
0 である点は存在しない．
あると判定できる．さもなければ，この三角形内部にはベ
ベクタの長さが 0 である点が存在する場合には，その座
クタの長さが 0 である点は存在しない．
標値を求める．上の式で求めた
p,q を用いて，3 頂点と特異
ベクタの長さが 0 である点が存在する場合には，その座
点の位置関係から以下の式により座標値(y,z)を算出する．
標値を求める．上の式で求めた p,q を用いて，3 頂点と特異
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4.3 実行例
4.3前節までの処理で算出した速度場の，渦中心検出，渦度，
実行例
差分表示の可視化結果を示す．図 5 は EFD と CFD におけ
前節までの処理で算出した速度場の，渦中心検出，渦度，
る流速を色表示したものである．この結果から
は
差分表示の可視化結果を示す．図 5 は EFD と CFDCFD
におけ
EFD に比べ，翼端にいくにつれて流速が遅くなっている傾
る流速を色表示したものである．この結果から CFD は
向にあることや，翼・エンジン後部の流速が遅くなってい
EFD に比べ，翼端にいくにつれて流速が遅くなっている傾
ることが読み取れる．
向にあることや，翼・エンジン後部の流速が遅くなってい
ることが読み取れる．

図 5 流速分布の可視化
図 5 流速分布の可視化
4.3.1 渦中心検出結果
続いて渦中心の検出・比較の結果について述べる．図
6
4.3.1
渦中心検出結果
に渦中心検出結果を示す．EFD
の渦中心は図中央部より左
続いて渦中心の検出・比較の結果について述べる．図 6
半分の緑の四角，CFD
の渦中心は右半分の青の四角で示さ
に渦中心検出結果を示す．EFD
の渦中心は図中央部より左
れている．エンジン後部には乱流が起こっていることから
半分の緑の四角，CFD の渦中心は右半分の青の四角で示さ
渦中心としていくつか検出されていると考えられる．そし
れている．エンジン後部には乱流が起こっていることから
て翼端渦の中心が
EFD/CFD 間でそれぞれ検出されている
渦中心としていくつか検出されていると考えられる．そし
様子が確認できた．
て翼端渦の中心が EFD/CFD 間でそれぞれ検出されている
様子が確認できた．

⎛ y ⎞ ⎛ y 0⎞
⎛ y1⎞
⎛ y 2⎞
点の位置関係から以下の式により座標値(y,z)を算出する．

⎜⎛ y⎟⎞ = ⎜⎛ y 0⎟⎞ × p + ⎜⎛ y1⎟⎞ × q + ⎜⎛ y 2⎟⎞ × (1− p − q)
⎝z ⎠ ⎝z0 ⎠
⎝ z1 ⎠
⎝z2 ⎠
= ⎜ ⎟ × p + ⎜ ⎟ × q + ⎜ ⎟ × (1− p − q)
⎜
⎟
続いて，この点が渦中心であるか否かを判定する．この
⎝z ⎠ ⎝z0 ⎠
⎝ z1 ⎠
⎝z2 ⎠

判定にはヤコビアンの固有値を用いる．ヤコビアンは以下
続いて，この点が渦中心であるか否かを判定する．この
のように定義される．
判定にはヤコビアンの固有値を用いる．ヤコビアンは以下

⎡ ∂V ∂V ⎤
のように定義される．

⎡∂v ∂w ⎤ ⎡∂V ∂W ⎤
⎢⎡ y
⎥
∂z ⎤ ⎢
y ⎥⎤ × ⎢⎡∂V
v ∂∂W
v ⎥⎤
Jv = ⎢⎢ ∂V ∂V ⎥⎥ = ⎢⎡∂yv ∂w
⎥
⎢
⎥
∂∂W
y ∂∂W
z ⎥ ⎢⎢∂∂vy ∂∂w
y ⎥⎥ × ⎢⎢∂∂Vv ∂∂W
v ⎥⎥
Jv = ⎢⎢⎢ ∂y
=
⎥
⎢
⎥
z ⎥⎦ ⎣∂vz ∂∂w
w ⎦⎥
z ⎦ ⎣⎢∂w
⎣⎢∂W ∂∂W
V ∂∂W
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥ t
−t
⎡⎢⎣y∂0y− y 2 ∂zy1⎥⎦ − ⎣y∂2 ⎤z ∂⎡zV⎦0 − ⎣V∂2w V1∂−wV⎦2 ⎤
=⎢
⎥−t × ⎢
⎥t
V0 − V
V1 − V
Z22 Z
Z2 ⎦⎤
⎣⎡yz0 − zy22 yz1 − zy22⎦⎤ ⎣⎡Z
×
=⎢
⎥ ⎢
⎥
Jv の固有値が正の場合は特異点から外に離れる流れ，負の
⎣ z0 − z2 z1 − z2 ⎦ ⎣Z 0 − Z 2 Z1 − Z 2⎦

場合は特異点に対し内に吹き込む流れを示す．さらに，固
Jv の固有値が正の場合は特異点から外に離れる流れ，負の
有値が複素数であった場合，実部が
0 以外であれば特異点
場合は特異点に対し内に吹き込む流れを示す．さらに，固
は渦中心で，実部に正負両方ある場合は鞍点である．
有値が複素数であった場合，実部が 0 以外であれば特異点
4.2
渦度算出
は渦中心で，実部に正負両方ある場合は鞍点である．
渦の強さによって機体にかかる抵抗を測ることができる
4.2 渦度算出
ことから，渦度の算出を行う．渦度とは，速度ベクタの回
渦の強さによって機体にかかる抵抗を測ることができる
転のありさまを表す量であり，渦度の値の大小で渦の回転
ことから，渦度の算出を行う．渦度とは，速度ベクタの回
方向と強さを示すものである．渦度が負であると右回りの
転のありさまを表す量であり，渦度の値の大小で渦の回転
渦，正であると左回りの渦を指し，絶対値の大きさにより
方向と強さを示すものである．渦度が負であると右回りの
渦の強さを表す．本研究では機体前後に対し鉛直方向にで
渦，正であると左回りの渦を指し，絶対値の大きさにより
きる渦を観察するため，ベクタの
vw 成分のみを用いる．
渦の強さを表す．本研究では機体前後に対し鉛直方向にで
渦度の式は次のように定義される．
きる渦を観察するため，ベクタの vw 成分のみを用いる．

∂w ∂v
渦度の式は次のように定義される．
rotV = ∇ × V =
−
rotV = ∇ × V =

y ∂zv
∂w
−

この式を各格子点について解くことにより渦度を算出する．
∂y ∂z
この式を各格子点について解くことにより渦度を算出する．

図 6 渦中心の検出結果
図6

渦中心の検出結果

図 7 翼端渦の位置の比較
図 7 翼端渦の位置の比較
EFD/CFD の渦中心の比較結果を図 7 に示す．前章でも述
べたように，エンジン後部の渦は様々な要因が絡み合い乱
EFD/CFD の渦中心の比較結果を図 7 に示す．前章でも述
流が発生していることにより，現在扱っている
2 次元平面
べたように，エンジン後部の渦は様々な要因が絡み合い乱
のデータのみでは渦の発生要因や
EFD/CFD
間の渦の対応
流が発生していることにより，現在扱っている 2 次元平面
関係を観察することが難しい．よって図
7 では翼端渦のみ
のデータのみでは渦の発生要因や EFD/CFD
間の渦の対応
を比較した．位置比較を分かりやすくするため，EFD/CFD
関係を観察することが難しい．よって図 7 では翼端渦のみ
の可視化結果に
EFD/CFD の両渦中心検出結果を投影した．
を比較した．位置比較を分かりやすくするため，EFD/CFD
ここでは渦中心の位置のズレが機体幅の割合のどれほど
の可視化結果に EFD/CFD の両渦中心検出結果を投影した．
を占めるかを確認するため，機体幅を
1 として正規化を行
ここでは渦中心の位置のズレが機体幅の割合のどれほど
った座標を用いている．EFD/CFD
の翼端渦中心の座標を比
を占めるかを確認するため，機体幅を 1 として正規化を行
った座標を用いている．EFD/CFD の翼端渦中心の座標を比
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較すると，その座標のズレは機体幅に対して 0.1~0.2％程度
であった． ただし EFD/CFD の渦の比較において，渦中心
位置の比較だけでは値や渦の範囲の違いは把握できない．
そこで渦中心位置の比較に加えて，差分算出結果や，渦の
範囲などを統合表示する必要がある．
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挙げられ，CFD ではモデルの定式化・簡略化，丸め誤差，
時間・空間の離散化などの不確かさなど数多くの要因があ
る．差分可視化で得られた結果を参考に，これらの誤差要
因を考慮に入れ，両データの差を見ながらシミュレーショ
ンの改善が出来ると考えられる．

4.3.2 渦度検出結果
次に渦度の検出結果について述べる．図 8(上)では渦度の
みの表示，図 8(下)は渦度にベクタと渦中心を重ねて表示し
た結果である．下図を見ると，渦度が発生している領域と
渦中心の位置が一致している様子が読み取れる．青で示さ
れている領域が負，つまり右回転の力が働いている領域，
そして赤で示されている領域が正，つまり左回転の力が働
いている領域を示している．

図 10 EFD/CFD 流速差分の表示結果（全体）

図 8 渦度の可視化例
図 9 は翼端周辺の渦度分布を拡大したものである．この
図では比較を行いやすくするために，カラースケールと
CFD の座標を調整している． 赤は渦度がほとんど発生して
いない領域を示し，青に近づくと右回りの渦の力が強いこ
とを示している．

図 9 翼端における渦度の拡大表示
渦中心近辺では，図 9(左)に示す EFD の渦のほうが，図
9(右)に示す CFD の渦に比べ，とても低い値を示している
ことがわかる．翼端渦の渦度が高いほど，機体にかかって
いる抵抗が大きい．この結果からは，EFD の方が CFD に
比べ機体に強い抵抗がかかっているようなデータが得られ
ていることが推測できる．
4.3.3 差分表示結果
最後に差分表示結果について述べる．図 10 は EFD から
CFD の流速の差分をとった値を可視化した結果で，図 11
はその翼端部の拡大図である．渦中心付近の差分が約
0.078 を示していることから，流速に対し約 7.8%のずれが
あることがわかった．なお，ここでの流速は試験条件とし
て設定された流速を 1 として正規化した値である．
EFD/CFD のズレを比較・可視化することは，EFD や
CFD の誤差の原因の検証に有効である．シミュレーション
を行う際に考えうる誤差要因は，EFD の模型の形状変化，
作業者の技能，実験環境，計算精度などの不確かさ要因が

図 11 EFD/CFD 流速差分の表示結果（翼端）
5. 機体表面における衝撃波線の可視化
遷音速～超音速で移動する物体は衝撃波を引き起こし，
急激な圧力変化を引き起こす．本研究では機体表面上で衝
撃波線が生じる位置を EFD データと CFD データに対して
求め，その比較を行なってきた．前報 1)では圧力の勾配が
一定以上である部位を検出してきた．現時点での我々の実
装ではこれを修正して，以下の方法で算出した衝撃波線を
可視化している．
5.1 衝撃波線の抽出
現時点での我々の実装では，局所マッハ数を用いた簡易
的衝撃波検出法を用いている．圧力場の測定対象中のある
点における圧力値を p とし，総圧を P0 とする．また M を
マッハ数とし，γを比熱比とする．このときこれらの変数
の間には以下の式に表される関係
γ

P0 ⎛ γ − 1 2⎞γ −1
=｜1 +
M ｜
2
p ⎝
⎠
が成立する．ここで M=1 である点が衝撃波の位置に相当す
る．なお我々のデータでは P0=100kPa, γ=1.4 としている．
衝撃波の位置の集合を曲線で表現するために，我々は以
下の処理を実装している．
1. 1個の要素を選択し，各頂点におけるpの値から，各頂点
におけるMの値を算出する．
2. その要素を構成する辺の両端点において，一方にてM<1,
他方にてM>1が成立するとき，辺上にM=1が成立する点
が存在する．両端点におけるMの値をM1 およびM2 とし，
両端点の位置をV1およびV2とすると，M=1が成立する点
の位置V3は以下の式によって算出される．

V3 =

( M 2 − 1)V1 + ( M 1 − 1)V2
M1 + M 2 − 2
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3. 特別な場合を除いて，1個の要素を構成する辺上におい
て，M=1が成立する点は偶数個存在する．その偶数個の
点を連結することによって，要素内部における衝撃波の
位置の集合を線分で近似する．
4. 1.～3.の処理を各要素について反復することで線分を集
め，それを接続順に並べ替えることで，衝撃波の位置の
集合を曲線（を近似した折れ線）で表現する．
しかしこの方法では，以下のような不要な位置を検出して
しまうことがある．現時点での我々の実装では，これらに
対する判定処理を設けている．一つ目の判定処理として，
圧力値の勾配の流速方向成分が正であっても負であっても
抽出されてしまうので，圧力値の勾配方向を確認して抽出
する．二つ目の判定処理として，流速方向に対して平行に
近い角度を有する衝撃波や，圧力勾配が非常に小さい場合
には，正しく衝撃波の位置を抽出できないことがあるため，
必要に応じて抽出結果から除外する．
5.2 実行例
図 12,13 は本手法により衝撃波線を抽出した結果を示し
ている．どちらの図も左側が CFD データ，右側が EFD デ
ータである．図 12 では緑色の部位にて M<1 であり，赤色
の部位にて M>1 である．この結果から，CFD のほうが翼
上面で M>1 となる部位が広く分布しており，それに起因し
て衝撃波線も EFD と比べてわずかに後方に位置しているこ
とがわかる．図 13 は圧力係数分布を色で表示して衝撃波線
を重ねたものである．この結果から，CFD のほうが翼上面
で圧力の低い部位が EFD と比べて広く分布していることが
わかる．これに衝撃波線を重ねることで，EFD と CFD の
差分を比較しやすくなると考えられる．
6. 差分や誤差を考慮に入れた可視化のフレームワーク
前報では EFD と CFD の差分に関する可視化結果を示し
たが，一般的に両者の差分の分布は一様ではない．また，
EFD による測定結果にも，CFD によるシミュレーション結
果にも，一様でない誤差が存在するが，この誤差分布も一
般的には一様ではない．このような差分や誤差が，どのよ
うに分布しているかを意識しながら可視化結果を観察する
ことも，時としては重要である．
ここで問題を以下のように抽象化する．スカラ値（圧力
や流速）s の分布を，位置の関数 s=f(x,y,z) で表現できると
する．また，スカラ値の差分または誤差 d の分布も，位置
の関数 d=g(x,y,z) で表現できるとする．このとき s と d から
その位置における色 Color=h(s,d) を適切に算出する関数 h
を定義できれば，差分や誤差を考慮した圧力や流速の可視
化が可能になる．この考え方に基づいてごく単純な可視化
を試みた．機体表面における EFD/CFD で求めた圧力値が
あるときに，その差分が大きな部位だけに着目した可視化
がしたいとする．このとき，格子構造の各頂点における明
度 Intensity と色相 Hue を以下の式
Intensity=ad, Hue=bs（a,b は正の実数）
で算出し，その結果を RGB 表色系に変換して出力すれば
よい．ただし s は頂点における EFD と CFD の圧力値の平
均，d は頂点における EFD と CFD の圧力値の差分とする．
図 14 はこの考え方に基づいて機体表面の色を算出した結
果である．差分の大きい部位にのみ明るい色が割り当てら
れており，両者の差分の考察に集中できる．今後は差分だ
けでなく誤差を考慮した可視化にも取り組みたい．
7. まとめ・今後の課題
本稿では EFD と CFD の融合可視化に関する基礎検討の
第二報として，いくつかの試みを報告した．まず，EFD と
CFD における渦中心や渦度を重ねて比較する手法を実装し，
その結果を報告した．続いて，機体表面における衝撃波線
を検出する手法を実装し，その結果を報告した．さらに，
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EFD と CFD の差分や誤差を考慮に入れた可視化のフレー
ムワークについて検討し，その初期的な試みを示した．
今後の課題として，まず差分や誤差を考慮に入れた可視
化について，さらなる検討を試みたい．特に，差分と誤差
の両方を考慮するにはさらなる定式化が必要である．そし
て，これまでに開発してきた諸処理を EFD/CFD 融合技術 3)
によりタイトに組み込むことで，さらに多くの可視化の事
例をつくって検討を深めたい．

図 12 衝撃波線生成結果．左:CFD, 右:EFD．緑色は M<1
である領域を示し，赤色は M>1 である領域を示す．

図 13

衝撃波線生成結果．左:CFD, 右:EFD．色は圧力係数．

図 14 差分に着目した機体表面の圧力値の可視化
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EFD/CFD の活用による建物近傍流れ場の解明
ファムバンフック，野津剛，菊池浩利，日比一喜
清水建設株式会社技術研究所

Wind Flow around a Building using EFD and CFD
by
Pham Van PHUC, Tsuyoshi NOZU, Hirotoshi KIKUCHI, Kazuki HIBI
ABSTRACT
A wind tunnel test and numerical simulation are carried out for a building model with a setback. High positive peak and low negative peak
pressures are observed experimentally on roofs and walls of this building in dominant local pressure zones. Large scale l simulations using
LES are carried out for meshes in different resolutions to clarify the phenomena. A 30m long computational domain is constructed to
conscientiously model the wind tunnel section including spires, fences and block roughness. Wind speed power spectral densities, pressure
coefficients and local pressure distributions show good agreement with experimental results in case of the high mesh resolution, which can
reproduce the power spectrum of wind flow in a high frequency region. These results also confirm the high accuracy and reliability of the
numerical results as well as experimental results. Based on simulated time-averaged streamlines, the flow pattern around the models are
visualized and examined. Conical and horseshoe vortices in the complex three dimensional flows are observed near the dominant local
negative pressure zones.

１．はじめに
近年，市街地に計画される建物は，敷地や法規等の制約
からセットバックなど複雑な形状が多くなる．しかしなが
ら，これらの形状は入隅部付近等に大きな局部風圧が生じ
ており，その発生のメカニズムの解明が求められている 1)．
風洞実験（以下，EFD: Experimental Fluid Dynamics と称す
る）では風圧実験などの実施により建物に作用する局部風
圧を特定することができるが，その局部風圧を起因する建
物近傍の流れ場の計測及び可視化は難しく，数値流体解析
による詳細な評価が期待されている．一方，数値流体解析
（以下，CFD: Computational Fluid Dynamics と称する）は解
析モデルや乱流モデル，計算格子の空間解像度及び解析手
法によってその予測精度が変化しており，十分な精度の結
果を得られないとそのメカニズムの解明に対して誤解を与
える恐れも考えられる．これらの問題を解決するためには
EFD 及び CFD の両者の優位性の活用が必要となる．
本研究ではセットバックした基本的な建物形状を対象に
して，風圧実験の実施によりその建物の局部風圧を確認す
る．また，LES 乱流モデルを用いた CFD を行い，実験結果
との比較により計算格子の空間解像度による影響及びその
建物に作用する局部風圧の予測精度を調べる．さらに，実
験で詳細に計測することが困難であるが，解析結果の 3 次
元の可視化によりその局部風圧に起因する建物近傍の流れ
場を明らかにする．

２．風洞実験(EFD)及び数値流体解析(CFD)の概要
２．１ 風洞実験(EFD)
地表面付近の自然風は図 1 に示すように地表面粗度区分
によって境界層気流が生成されている．建築分野において
は，建物に作用する風荷重等を正確に評価するためにこれ
らの自然風と相似する境界層流入気流を作成する必要があ
る．風洞実験では測定部分の風上側に長い助走路を設けて，
十分な乱流境界層を得るためのスパイヤー，ラフネスブロ
ック及びフェンス等を風洞床面に配置することによって，
想定した気流を作成している．目的の気流粗度及びその配
置を選ぶといった試行錯誤により気流の作成方法が確立さ
れている 2)．本研究では，回流式境界層風洞（幅：3.5m，
高さ：2.5m）を用いて，粗区分 III に相当する平均風速の
鉛直分布べき指数α=1/5 の流入気流を発生した．図 2(a)は
風洞内に配置したスパイヤーとラフネスブロックおよびフ
ェンスの様子を示す．実験気流の乱流特性を調べるために

は熱線流速計を用いた．また，一様流入風速 U=15m/s を想
定して風洞ファンの回転数を制御した． 実験の縮尺は
S=1/250 である．
対象としたモデルは矩形形状を基本として低層部を付加
してセットバックさせた建物である（図 2b，表 1）．実験
は回流式境界層風洞で建物壁面の風圧測定を行い，壁面に
正対する風向を 0 度として 5 度ピッチで 72 風向を検討した．
また，風圧測定点は左右対称な形状より，表 1 に示す模型
片側の領域（屋根面：R1，2，壁面：W1，2）のみとし，
336～412 点を屋根・壁面に配置した．実験風速は軒高で
10.5m/s，変動風圧のサンプリング間隔はΔt = 0.001 秒とし，
風圧データの導圧チューブの影響は，予め求めたゲインお
よびフェイズ特性を用いて補正した．計測データは，実際
の基本風速 36m/s を想定し，軒高の実時間換算で 10 分間相
当の記録を 10 サンプル抽出した．ピーク外圧係数は，受圧
面積の評価は考慮せず，平均化時間を実時間約 1 秒として
移動平均を行い，10 個のアンサンブル平均の結果を示した．

図 1 地表面粗度区分による境界層の生成概要

(a) 風洞内
(b) 実験模型
図 2 風洞内の写真と実験模型
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表 1 建物モデルの寸法
B D H H1 H2 D1 (mm)
モデル
SBL3
200 100 200 150 50 350

(a) 模型 SBL
図 3 風向による外圧係数の負側ピーク値の変化
図 3 は入隅部の負側のピーク外圧係数の風向による変化
を示した．点 A，B は W1 壁面，点 C は R2 屋根面，点 D
は W2 壁面の入隅部で最大値が発生した点である．風向 0
度付近で差異が見られ，点 A で－4 程度，点 B では－2 程
度となり，2 倍程度も差がある．W1 壁面入隅部では風向
0~10 度または 350~360 度近傍で－4.4 程度の負圧が発生し
ており，W2 壁面の端部では－4 を超えるピーク外圧係数が
風向 270 度付近で発生している．R2 屋根面の端部に作用す
る最小ピーク外圧係数は 260～280 度の風向で－4 を示して
いる．
２．２ CFDの数値モデルと解析手法
CFD による境界層気流を作成する際には計算負荷を軽減
するため，解析対象領域と別とする準周期境界条件のドラ
イバー部を用いて，流入気流を作成する方法がよく用いら
れている 3)．しかし，目標とする統計量を満たす流れ場を
生成することが難しいといった問題があるが，その流れ場
を流入気流として建物に作用する荷重を算出し，実験結果
との比較により CFD による計算精度を評価する．検討結果
は流入気流の作成，または使用している解析モデルによる
精度は不明である．流れ場のメカニズムの解明という目的
で風洞の詳細を再現する必要がある．
本研究では解析領域の長さを 30m として，風洞実験と同
様にスパイヤーとラフネスブロックおよびフェンスを含め
た風洞の助走路及び測定部分を忠実に再現した．図 4 には
全体の解析領域の概要を示す．検討対象建物にして，風圧
実験から得られた最小ピーク値が発生する風向 350deg に対
して解析を行った．境界条件としては建物の軒高 H の風速
が 10.5m/s になるように流入境界で U0=15m/s の一様流入風
速を与え，流出境界では自由流出とした．風洞壁面や建物
壁面上では no-slip 条件とした．Re 数は 1.18×105 である．
また，LES（Large Eddy Simulation）乱流モデルを用い，
標準 Smagorinsky サブグリッドスケールモデルで行った．
流体運動を有限体積法により離散化し，移流項の空間離散
化には 2 次精度中心差分，時間発展には 1 次精度陰解法を
用いた．計算時間刻みをΔt=0.001 秒とし，最初の 8 秒は助
走計算とし，軒高の実時間換算で 10 分間の 10 サンプルに
相当する 82.2 秒（T=8.22 秒の 10 波形）を解析時間とした．
得られた圧力は平均化時間を実時間約 1 秒として移動平均
を行い，10 個のアンサンブル平均の結果をピーク外圧係数
として評価した．計算コードは OpenFOAM4)である．
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３．EFD との比較による CFD の計算精度の検証
CFD は乱流モデルや計算スキーム及び格子の空間解像度
などによりその計算精度が大きく変化する．建物に作用す
る風荷重を評価する際には LES 乱流モデルは有効なモデル
として知られている 3)．本章では，LES 乱流モデルを用い，
異なる計算格子の利用により CFD の計算精度を評価する．
３．１ CFDの数値モデルと解析手法
計算格子解像度による境界層気流の変化を評価するため
には 3 つの格子（A, B, C）を用いた．図 5 と 6 及び 7 はそ
れぞれの格子の断面図と格子 B のスパイヤーとフェンス及
びラフネスブロック近傍の拡大図である．表 2 はそれぞれ
の計算格子の間隔を示す．格子作成は Snappy-HexMesh ツ
ール 4)を採用した．格子 A は水平方向を 25~200mm の間隔，
鉛直方向を 1~200mm の間隔とし，格子 B は格子 A を細分
化した．また，格子 C は水平方向格子間隔を格子 B の水平
方向格子間隔の半分とした．格子 A，B，C の結果の比較
により流れ場全体の空間解像度の増加による流入気流の違
いを調べる．

図 4 数値解析モデル

(a) 計算格子 A
A
(b) 計算格子 B と C
図 5 計算格子の断面図

図 6 計算格子 B のスパイヤーとフェンス近傍の拡大図

図 7 計算格子 B のラフネスブロック近傍の拡大図
表 2 計算格子の間隔と格子数
計算格子
水平(mm)
A
25~200
B
12.5~100
C
6.25~50

鉛直(mm)
1~200
0.5~100
0.5~100

格子数
300 万
3000 万
1.2 億
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(d) 計算格子 C
図 8 風速の主流方向成分の時系列の一例
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図 9 風速の鉛直分布
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図 10 風速のパワースペクトル密度

0

図 11

建物近傍の計算格子

表 3 計算格子の間隔と格子数
計算格子
水平(mm)
鉛直(mm)
B*
12.5~100
0.5~100
B**
6.25~100
0.5~100
C*
6.25~50
0.5~100
B**:建物近傍の格子のみ細分化

格子数
3.3 千万
3.9 千万
1.32 億

図 8 には測定部中心の上側 1.4m，高さ H=0.2m にある流
入気流の主流方向成分の時系列の一例を示す．図 9 は平均
風速および乱れ強さの鉛直分布を示す．いずれの計算格子
における解析結果も建築物荷重指針 AIJ5)により定められた
値および実験結果とほぼ一致する．図 10 は主流方向風速
変動のパワースペクトル密度と Karman スペクトルとの比
較である．解析結果は実験結果と比べると nLx/UH=1 以上の
領域において格子 A と格子 B ではパワースペクトル密度は
急激に減少しているが，格子 C では格子解像度の増加によ
って，nLx/UH=2 までの高周波数成分をより良く再現できた．
ちなみに，格子 C は格子 B より空間解像度が 2 倍に高くな
り，高周波数成分の再現領域も 2 倍となることが理解でき
る．
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３．２ 格子解像度による建物の局部風圧の再現
格子解像度による建物の局部風圧の予測精度を調べるた
めには前節に示す格子 B，C に基づいて 3 つの格子（B*,
B**, C*）を作成した（図 11）．表 3 にはこれらの格子の
解像度を示す．格子 B*は水平解像度 12.5mm ~100mm の間
隔とし，格子 C*は格子 B*全体の水平解像度の半分とした．
一方で，格子 B**は格子 B*に基づいて建物周辺のみを細分
化した．本検討は格子 B*と格子 B**の計算結果の比較によ
り建物近傍の空間解像度の増加による建物の自らから生成
する渦の再現性を調べる．一方で，格子 B*または格子 B**
と格子 C*の計算結果の比較により全体空間解像度の増加に
よる流入気流の影響を確認する．
建物表面に作用する外圧係数の平均値と標準偏差の実験
値と計算値の相関を図 12 と図 13 に示す．ここで，計算値
は実験模型の 404 点の風圧測定点位置に対応する点の値を
算出した．いずれの計算格子についても実験と計算との相
関関係を得られるため，建物に作用する風力（表面外圧の
積分値）に関しては計算結果が実験結果と同等であること
が分かる．ただし，平均値-1 以下及び標準偏差 0.4 以上の
外圧係数の領域では格子 A の計算結果でバラツキが大きい
傾向が見られる．

1

JAXA-SP-12-010

(a)実験

(b)格子 B*

(c)格子 B**

(d)格子 C*

図 13 実験と解析の外圧係数の平均値の比較
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図 14 実験と解析の外圧係数の標準偏差の比較
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(c) 格子 C*
図 12 外圧平均値と標準偏差の実験値と計算値の相関

0.8

図 15 実験と解析の外圧係数の負側ピーク値の比較
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図 16 断面風速と建物壁面の風圧コンターの瞬間場（左：格子 B*，右：格子 C*）

(a) 左側からみた平均流線

(b) 右側からみた平均流線

(c) 正面からみた平均流線
図 17 建物近傍の平均流線（左：格子 B*，右：格子 C*）
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図 13 は実験および解析から得られた外圧係数の平均値の
比較である．本解析はいずれの計算格子においても風向に
概ね正対する壁面で 0.7，高層部屋根面で−1.2 の局部負圧が
再現され，実験結果と類似した結果となっているが，入隅
部付近の側面での−1.3 の局部風圧の再現については格子
B**または格子 C*の高解像度の計算格子を用いる必要のあ
ることが分かった．図 14 と図 15 は実験と解析の外圧係数
の標準偏差および負側のピーク値の比較を示す．格子 B**
と格子 C*は入隅部付近の側面で発生した局部風圧の領域を
再現できるが，格子 C*の方が実験結果により近い値となる．
これは，格子 C*が全領域で高解像度化されており，流入気
流の高周波数成分の再現による効果と考えられる．
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AIJ:建築物荷重指針・同解説，日本建築学会，2004.
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ファム バン フック：建築物の室内外環境の連成解析と
その高速化技術の開発，平成 22 年度 TSUBAME 共同利
用(産業利用トライアルユース) 成果報告書，2011.
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ファム バン フック：建築物の室内外環境の連成解析と
その高速化技術の開発，平成 23 年度 TSUBAME 共同利
用(産業利用トライアルユース) 成果報告書，2012

４．CFD による建物近傍流れ場の解明
図 16 は風洞の中央断面の風速コンター及び建物壁面の風
圧コンターの瞬間場の一例を示す．格子 B*と比べて，格子
C*の方は入隅部付近に局部風圧の発生が良く分かる．図 17
は建物近傍の平均流線を示したものである．高層屋根面に
ついては，接近流の風向は風上壁面に対して 10deg 偏って
おり，風上側の高層屋根面の角部で円錐状の渦が形成され
て，両者の格子 B*，C*では同様な流れ場を確認できる．入
隅部付近については，格子 B*では，低層屋根面の前縁角で
剥離して，高層部からの吹き降しにより低層屋根の入隅部
近傍で馬締形渦が生じており，その渦が巻き込みながら側
面に流れていく．一方，格子 C*では，入隅部近傍で生じた
馬締形渦は側面に移流し，高層屋根面に巻き込まれる様子
が見られ，局部負圧の発生領域においては，馬締形渦と円
錐渦の 3 次元的な複雑な流れ場が生じている．
５．結論
本研究ではセットバックした建物を対象として，風圧実
験の実施によりその建物の局部風圧を確認した．また，境
界層風洞の助走路及び測定部分を忠実に再現した LES によ
る CFD を行い，実験結果との比較により計算格子の空間解
像度による影響及びその建物に作用する局部風圧の予測精
度を評価した．さらに，実験で詳細に計測することが困難
であるが，本解析結果の可視化によりその局部風圧に起因
する建物近傍の流れ場は円錐渦等の 3 次元的な複雑な流れ
場であることを明らかにした．こうした入隅部付近の局部
風圧の予測やこれらを起因する流れ場の解明といった問題
では，CFD において計算格子の解像度の依存性は大きいた
め，その計算精度を確保するためには高い精度の実験結果
が必要であることも分かる．
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多孔壁モデルを用いたＣＦＤ解析による風洞壁干渉補正法の検証
南部太介，佐藤哲也（早稲田大学），橋本敦，上野真，村上桂一（宇宙航空研究開発機構）

Verification of correction method for wind tunnel wall interference by CFD
analysis with porous wall model
by
Taisuke Nambu, Tetsuya Sato (Waseda University), Atsushi Hashimoto, Makoto Ueno and Keiichi Murakami（JAXA）
ABSTRACT
The Mokry’s correction method for the wind tunnel wall interference is verified by CFD analysis with porous wall model. The wall
interference correction is applied to the CFD result of the flow around NACA0012 airfoil with wind tunnel walls, and then this corrected
result is compared with the one without wind tunnel walls. The Mokry’s method shows high accuracy under subsonic and low incident
angle condition even if blockage ratio is so large. However, about 10 drag count error is caused under the transonic flow. Flow separation
decreases the accuracy significantly and it shows the Mokry’s method is not appropriate for stall condition.

１．緒言
航空機の開発において風洞試験による空力性能の検証は
欠かすことはできない。近年、より燃費性能の良い機体が
求められる中、風洞試験への要求精度は上がっており、そ
の基準は抵抗係数𝐶𝐶𝐷𝐷 において絶対精度±0.0001（1 [count]）
となっている。これは航空機における抵抗値の 1％以下で
あり、非常に厳しい要求精度である。このような高い精度
を実現する上で、風洞壁により実飛行状態とは異なる流れ
場が生じる「風洞壁干渉」は非常に重要な問題である。こ
の干渉による影響を試験結果から排除するため、これまで
様々な補正法が開発されてきた 1-4。既存の補正法は流体力
学の古典的理論（ポテンシャル流れなど）を基にした手法
が 多 い が 、 近 年 の 計 算 機 の 性 能 向 上 に よ り 、 CFD
（Computational Fluid Dynamics）を用いて風洞の壁・支持
装置を含めた流れ場の Navier-Stokes 方程式を解くという試
みもなされている 5-7。筆者らは、JAXA2m×2m 遷音速風洞
で行われた航空機・二次元翼の風洞試験を対象に、風洞内
の流れを再現した CFD 解析を行った 8,9。この研究では遷
音速風洞に用いられる風洞多孔壁のモデル 10 を新たに開発
しており、その多孔壁モデルと CFD によって、風洞壁干渉
による影響を精度良く解析できることを示してきた。
現在、用いられている壁干渉補正法の一つに Mokry の補
正法がある 1。本手法は線形化されたポテンシャル方程式
を基にした理論であり、1980 年代に提案されてから現在ま
で広く使われてきている。ただし、補正によって得られる
値が、実際に風洞壁がない場合の結果と一致しているかを
実験的に確かめることができず、これまでその精度を厳密
に検証することができていなかった。しかし、筆者らは、
CFD と新たに開発した多孔壁モデルを用いることで、風洞
壁が有る場合・無い場合の両流れ場を精度良く解析するこ
とが可能であることを示してきた。よって本研究では、
CFD により計算された壁有り・無しの流れ場の比較から
Mokry の壁干渉補正法の精度検証を行う。図１に示すよう
に、壁有りの CFD に Mokry の補正法を適用して得られた
結果と壁無しの結果の差に着目して検証を行う。
本研究では、上下に風洞多孔壁が存在する NACA0012 の
流れ場を検証の対象とした。筆者らは多孔壁の影響を含め
た二次元翼風洞試験を CFD で解析して実験と良好な一致を
得ているため 9、信頼性の高い壁干渉の解析が可能である。
また、二次元翼の流れ場はスティング等の支持装置がない
ため壁干渉の影響のみを検証することに適している。本研
究では上下の多孔壁の壁干渉のみを扱い、側壁の壁干渉に
ついては考慮していない。

図１

解析の概要

２．Mokry の壁干渉補正法
本節では、Mokry の壁干渉補正法の概略を説明する。本
論文では、特に参考文献 11 に示されている、二次元翼の流
れ場に対する Mokry の補正法を用いている。
２．１．マッハ数と迎角補正量の導出
Mokry の補正法では、壁干渉によって生じる流れの変化
を、翼中心（本解析では 1/4 コード長）でのマッハ数と迎
角の変化量、∆𝑀𝑀と∆𝛼𝛼として求める。補正には、以下の微
小擾乱速度ポテンシャル方程式を用いる。
𝜕𝜕 2 𝜙𝜙 𝜕𝜕 2 𝜙𝜙
+
=0
𝜕𝜕𝑥𝑥 2 𝜕𝜕𝑦𝑦 2
𝛽𝛽 = �1 − 𝑀𝑀2

(1)

𝛽𝛽 2

(2)

ここで𝑀𝑀は一様流マッハ数、𝜙𝜙は微小擾乱速度ポテンシャ
ル で あ る （ 微 小 擾 乱 速 度 は 一 様 流 速 度
𝑈𝑈∞ で無次元化されている）。また𝑥𝑥、y は図２に示す座標
系で表される。この方程式は線形であるため、解の重ね合
わせが可能であり、𝜙𝜙を以下のように風洞壁による微小擾
乱速度ポテンシャル𝜙𝜙w と翼による微小擾乱速度ポテンシャ
ル𝜙𝜙m に分けることができる。
(3)

𝜙𝜙 = 𝜙𝜙𝑤𝑤 + 𝜙𝜙𝑚𝑚

よって𝜙𝜙と𝜙𝜙m を求めれば、壁干渉を表す𝜙𝜙w を求める事がで
きる。
𝜙𝜙m は以下のように近似する。
𝜙𝜙𝑚𝑚 = −

𝛾𝛾
𝛽𝛽𝛽𝛽
𝜇𝜇
𝑥𝑥
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
+
2
2𝜋𝜋
𝑥𝑥
2𝜋𝜋𝜋𝜋 𝑥𝑥 + (𝛽𝛽𝛽𝛽)2

(4)
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1
γ = 𝑐𝑐𝐶𝐶𝐿𝐿
2

(5)

ここで、𝜇𝜇はの翼型の面積、𝑐𝑐はコード長となる。右辺第一
項は供試体に生じる束縛渦の影響を、第二項はブロッケー
ジの影響を表わしている。
次に、式(1)を座標変換し、以下の様に変形する。
2

2

𝜕𝜕 𝑢𝑢𝑤𝑤 𝜕𝜕 𝑢𝑢𝑤𝑤
+
=0
𝜕𝜕𝜉𝜉 2
𝜕𝜕𝜂𝜂2
𝜕𝜕𝜙𝜙𝑤𝑤
𝜕𝜕𝜙𝜙𝑤𝑤
𝑢𝑢𝑤𝑤 =
= 𝛽𝛽
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
1
𝜉𝜉 = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥1 )
𝛽𝛽
𝜂𝜂 = 𝑦𝑦 − 𝑦𝑦1

ここで𝑢𝑢𝑤𝑤 は式(3)より以下のようになる。
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝜙𝜙𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑤𝑤 = 𝛽𝛽 � −
�
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

また圧力係数𝐶𝐶𝑝𝑝 の関係式𝐶𝐶𝑝𝑝 = −2𝜕𝜕𝜕𝜕/𝜕𝜕𝜕𝜕を用いて
1
𝜕𝜕𝜙𝜙𝑚𝑚
𝑢𝑢𝑤𝑤 = −𝛽𝛽 � 𝐶𝐶𝑝𝑝 −
�
2
𝜕𝜕𝜕𝜕

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

(10)

(11)

となる。式(6)はラプラス方程式であり、𝑢𝑢𝑤𝑤 の境界値が分か
ればディリクレ問題となり解を得ることができる。式(11)
より風洞試験における風洞壁面での𝐶𝐶𝑝𝑝 分布を計測すること
で𝑢𝑢𝑤𝑤 の境界値を得ることができる。ディリクレ問題の解は
フーリエの手法で求めることができる 11。
以上の過程で得られた𝜕𝜕𝜙𝜙𝑤𝑤 /𝜕𝜕𝜕𝜕、𝜕𝜕𝜙𝜙𝑤𝑤 /𝜕𝜕𝜕𝜕を用いて壁干渉
によるマッハ数と迎角の補正量∆𝑀𝑀と∆𝛼𝛼を求めることがで
きる。
𝛾𝛾 − 1 2
𝜕𝜕𝜙𝜙𝑤𝑤
∆𝑀𝑀 = �1 −
𝑀𝑀 � 𝑀𝑀
2
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜙𝜙𝑤𝑤
∆𝛼𝛼 =
𝜕𝜕𝜕𝜕

JAXA-SP-12-010

(12)
(13)

𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝑀𝑀𝑢𝑢 + ∆𝑀𝑀
1
𝑞𝑞𝑐𝑐 = 𝛾𝛾𝑝𝑝∞𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑐𝑐2
2
𝑞𝑞𝑢𝑢
𝑞𝑞𝑢𝑢
= 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 , 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑞𝑞𝑐𝑐
𝑞𝑞𝑐𝑐

(14)
(15)
(16)

②迎角補正
∆𝛼𝛼による一様流の迎角の変化に応じた座標変換を行う。
𝛼𝛼𝑐𝑐 = 𝛼𝛼𝑢𝑢 + ∆𝛼𝛼
𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∆𝛼𝛼 − 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆𝛼𝛼
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐∆𝛼𝛼 + 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠∆𝛼𝛼

(17)
(18)
(19)

③浮力補正
壁干渉による流れの変化は空間に一様ではなく、流れ方
向に勾配を持つ。壁干渉の影響で生じた圧力勾配による浮
力補正を行う。
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝑏𝑏

2
𝜕𝜕𝑀𝑀𝑐𝑐
𝛾𝛾 − 1 2
�1 +
𝑀𝑀𝑐𝑐 � 𝑀𝑀𝑐𝑐 𝜕𝜕𝜕𝜕
2

(20)

ここで𝜕𝜕𝑀𝑀ｃ /𝜕𝜕𝜕𝜕は 1/4 コード長の値であり、𝑏𝑏は翼厚である。

２．３．Mokry の手法の問題点
以上のように、Mokry の補正法は風洞の流れ場を線形の
微小擾乱速度ポテンシャル方程式で表わし、解の重ね合わ
せを用いて壁の影響だけを求める手法である。しかし、流
れ場を微小擾乱速度ポテンシャル方程式で表わすというこ
とは、「𝑀𝑀 ≈ 1」または「大きな擾乱」の流れは方程式を
満たさないということになる。そのため、以下の様な流れ
場での使用に問題がある可能性がある。
・衝撃波を伴う遷音速流れ
・大きな剥離を伴う高迎角の流れ
・風洞に対して供試体のスケールが大きい流れ
このような流れ場において微小擾乱速度ポテンシャル方程
式を基にした補正法を使用することが適切でないことは、
過去に多くの研究者から指摘されてきたことである。ただ
し、代替となる手法が存在せず、「弱い衝撃波」や「小さ
な剥離」なら、精度は維持されるのではないかという認識
で用いられているのが現状である。よって、本研究では、
特に上記の 3 つの流れ場に着目して、実際にどの程度の精
度が得られるのか定量的な検証を行う。
３．解析手法
３．１．CFD 手法
本解析では、JAXA が開発した高速流体ソルバーFaSTAR
（FAST Aerodynamics Routines）12 を用いた。本解析で用い
た解析手法を表１に示す。

図２ Mokry の壁干渉補正法
２．２．∆𝑀𝑀と∆𝛼𝛼による空力係数の補正
次に∆𝑀𝑀と∆𝛼𝛼を用いて揚力・抗力係数𝐶𝐶𝐿𝐿 と𝐶𝐶𝐷𝐷 の補正を行
う。本研究では以下の三段階の修正を行った。
①マッハ数補正
∆𝑀𝑀による一様流マッハ数の変化、及び動圧の変化を以
下のように補正する。以下添え字の𝑐𝑐は補正後、𝑢𝑢は補正前
の値を表わす。

項目
空間離散化
非粘性流束
勾配計算法
再構築法
制限関数
時間積分法
乱流計算手法

表１ CFD 解析手法
手法
セル中心有限体積法
HLLEW
Green-Gauss 法
MUSCL 法による空間二次精度
Hishida の手法 13
LU-SGS 法
RANS（Spalart-Allmaras モデル）
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本計算は二次元計算である。また全面乱流を仮定しており、
遷移は考慮していない。
３．２．計算格子
本解析で用いた計算格子を図３に示す。本解析では、壁
有り・無しにおける計算結果の比較をより厳密にするため、
翼周辺の計算格子を壁有り・無しで同一としている。壁無
しの場合は壁有りの格子に風洞高さ方向にコード長の 100
倍の計算領域を追加している。また迎角は翼及び翼周辺の
格子を傾けることにより変化させている。
本計算における流入境界には、一様流の値を与えている。
また流出の境界は、静圧を固定とし、それ以外は計算空間
から外挿で与えている。壁ありの計算における流出圧力の
値は、翼前方（翼弦長の 6 倍前方の位置）での流速が壁有
り・無しで一致するように、各計算条件で調節している。
多孔壁の境界条件は、多孔壁モデルによって計算された流
速を壁に垂直方向に与え、壁の接線方向速度は 0 としてい
る。
３．３．多孔壁モデル
風洞壁に用いられる多孔壁の影響は筆者らが開発したモ
デル 10 で模擬する。本モデルは、多孔壁を介した差圧から
通過流量を求めるもので、以下の式で与えられる
(21)
(22)

４．１．空力係数における比較
本研究では、特に𝐶𝐶𝐿𝐿 と𝐶𝐶𝐷𝐷 それぞれの壁有り・無しの比較
に着目して補正法の検証を行う。以下の二種類の結果を比
較に用いる
・壁有り（補正有り）：𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑀𝑀𝑢𝑢 , 𝛼𝛼𝑢𝑢 )、𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑀𝑀𝑢𝑢 , 𝛼𝛼𝑢𝑢 )
・壁無し：𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 (𝑀𝑀𝑐𝑐 , 𝛼𝛼𝑐𝑐 )、𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 (𝑀𝑀𝑐𝑐 , 𝛼𝛼𝑐𝑐 )

壁有りの流れ場において、一様流マッハ数𝑀𝑀𝑢𝑢 と迎角𝛼𝛼𝑢𝑢 を条
件とし Mokry の補正法を適用して得られた空力係数を𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 、
𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 とする。また、その補正マッハ数𝑀𝑀𝑐𝑐 （= 𝑀𝑀𝑢𝑢 + ∆𝑀𝑀）と
補正迎角𝛼𝛼𝑐𝑐 （= 𝛼𝛼𝑢𝑢 + ∆𝛼𝛼）を条件とした壁無しの流れ場で
得られる空力係数を𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 、𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 とする。補正が正確であれば、
壁有りの結果に壁無しの結果が一致する。
亜音速・低擾乱の流れ場
Mokry の補正法の使用が妥当と考えられる、亜音速・低
擾乱（低迎角、低ブロッケージ）の流れ場で検証を行う。
流れ場の条件は𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、𝛼𝛼𝑢𝑢 = 0~4 [deg]、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5である。
ここで𝐻𝐻は風洞壁における上下の距離を表す。
図４に揚力曲線、図５に抗力曲線を示す。また表２に揚
力傾斜、及び各迎角における抗力係数の壁有り・無しの差
（∆𝐶𝐶𝐿𝐿 = 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐶𝐶𝐿𝐿𝐿𝐿 、∆𝐶𝐶𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 − 𝐶𝐶𝐷𝐷𝐷𝐷 ）を示す。
壁有り・無しにおける空力係数の差（𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、
𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5）
𝛼𝛼 [deg]
0°
1°
2°
3°
4°
-0.51 -1.02 -1.42 -1.89
∆𝐶𝐶𝐿𝐿 (× 102 ) 0.00
∆𝐶𝐶𝐷𝐷 (× 104 ) -1.36 -1.30 -0.94 -0.20 -1.02

表２

(23)
(24)
(25)

ここで𝑃𝑃𝑃𝑃は空隙率、(𝜌𝜌𝜌𝜌)𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 は多孔壁を通過する質量流
量、(𝜌𝜌𝜌𝜌)∞ は一様流質量流量、𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 と𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 はそれぞ
れ壁面とプレナム室（多孔壁を通過した先の領域）の圧力、
𝛿𝛿 ∗ は境界層排除厚さ、𝐿𝐿と𝐷𝐷は孔の深さと直径である。また
𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿 と𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 は孔の直径と深さの比と境界層厚さの影響をそれ
ぞれ表わしている。本解析では、求めた𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 を壁に垂直
方向成分として与える。また、𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 は多孔壁を通過する
流量の収支が 0 となる値としている。
本解析における多孔壁の状態は JAXA2m×2m 遷音速風
洞の流れ場を参考に𝐴𝐴 = 1.01、𝑃𝑃𝑃𝑃 = 0.2としている。

図４，５及び表２に示されているとおり、本条件で Mokry
の補正法は非常に高い精度を示している。特に抗力係数に
関しては、現在の風洞試験の目標精度である 1count に近い
補正精度を示している。揚力係数も多少の違いが見られる
が、良好な精度を示している。
0.45
0.4

No wall
Wall (Corrected)
Wall (Uncorrected)

0.35
0.3
0.25

CL

(𝜌𝜌𝜌𝜌)𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
= 𝐴𝐴 ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ ∆𝐶𝐶𝐶𝐶
(𝜌𝜌𝜌𝜌)∞
𝐴𝐴 = 𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿 ∙ 𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵
0.024 𝑙𝑙𝑙𝑙(∆𝐶𝐶𝐶𝐶) + 1.02 (𝐿𝐿⁄𝐷𝐷 = 0.5)
⎧
1 (𝐿𝐿⁄𝐷𝐷 = 1)
⎪
𝐹𝐹𝐿𝐿𝐿𝐿 = −0.086 𝑙𝑙𝑙𝑙(∆𝐶𝐶𝐶𝐶) + 0.923 (𝐿𝐿⁄𝐷𝐷 = 2)
⎨ −0.271 𝑙𝑙𝑙𝑙(∆𝐶𝐶𝐶𝐶) + 0.821 (𝐿𝐿⁄𝐷𝐷 = 4)
⎪
⎩−0.488 𝑙𝑙𝑙𝑙(∆𝐶𝐶𝐶𝐶) + 0.666 (𝐿𝐿⁄𝐷𝐷 ≥ 8)
𝐹𝐹𝐵𝐵𝐵𝐵 = 0.172𝑙𝑙𝑙𝑙(𝛿𝛿 ∗ /𝐷𝐷)+1.06
𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
∆𝐶𝐶𝐶𝐶 =
2
0.5𝜌𝜌∞ 𝑢𝑢∞

４．NACA0012 に対する壁干渉補正法の精度検証
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揚力曲線（𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5）
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図５ 抗力曲線（𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5

衝撃波を伴う遷音速流れ
衝 撃 波 を 伴 う 遷 音 速 の 流 れ 場 （ 𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.8、0.84 ） で
Mokry の補正法の検証を行う。Mokry の補正法の基礎とな
る微小擾乱速度ポテンシャル方程式は𝑀𝑀 ≈ 1では成り立た
ない。そのため、翼面上に衝撃波が生じる遷音速では、補
正精度が低下することが予想されるが、どの程度低下する
か調査する必要がある。図６に、各マッハ数における、
∆𝐶𝐶𝐷𝐷 と迎角の関係を示す（𝛼𝛼𝑢𝑢 = 0~4 [deg]、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5）。亜
音速の流れ場である𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、0.65では∆𝐶𝐶𝐷𝐷 ≈ 1 [count]程
度であるが、図６に見られるように、𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.8、0.84では
10[count]以上と補正精度に大きな差がある。前者と後者の
流れ場の違いは衝撃波の発生の有無であり、衝撃波が補正
精度に大きな影響を及していることが分かる。
大きな剥離を伴う高迎角の流れ
高迎角の場合、翼から誘起される擾乱が増大し微小擾乱
の仮定が成り立たなくなる。このような流れにおける補正
精度の検証を行う。図７に𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5における∆𝐶𝐶𝐷𝐷
と迎角の関係を、また図８に揚力曲線を示す。図７より
𝛼𝛼𝑢𝑢 ≤ 8では補正精度が 1[count]程度と非常に高いが、それ
以上の迎角では急激に精度が低下し、迎角によっては
100[count]以上の誤差が生じる。精度低下が始まる迎角は、
図８より失速点と一致しており、失速以降での Mokry の補
正法の使用が適切でないことが分かる。
風洞に対して供試体のスケールが大きい流れ
風洞サイズに対して供試体のスケールが大きくなるとき、
供試体は壁の影響は強く受けることとなる。この様な流れ
では風洞壁から誘起される微小擾乱が大きくなり補正精度
の低下を生む可能性がある。その検証のため風洞高さ𝐻𝐻を
変化させた流れで補正精度の比較を行う。図９に𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、
𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 3,4,5の流れ場における∆𝐶𝐶𝐷𝐷 と迎角の関係を示す。図
９では𝐻𝐻/𝑐𝑐の変化に対して、補正精度の顕著な変化はなく、
全ての結果で 1[count]程度の高い精度を示している。これ
は、𝐻𝐻/𝑐𝑐が小さくなることによって壁からの擾乱は増加し
ているものの、その影響が微小擾乱速度ポテンシャル方程
式が成り立つ範囲内であるために、精度が損なわれていな
いと考えられる。𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 3での検証は、一般に行われる風
洞試験に比べても壁が供試体に近接する非常に厳しい条件
である。そのため、一般に航空機に対して行われる風洞試
験のブロッケージ程度であれば、供試体の大きさが多少変
化しても補正精度に影響はないと考えられる。
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[count]程度で補正はできている。本研究では𝐻𝐻/𝑐𝑐が比較的
小さく、しかも壁干渉の影響が顕著に現れる二次元翼を対
象として検証しているため、風洞流路の面積に対して供試
体の面積割合がより小さくなる航空機の風洞試験では、本
検証結果より高い精度を示す可能性もある。しかし、失速
を含む流れ場では、微小擾乱速度ポテンシャル方程式を基
に高い精度の補正を行うことは難しく、根本的に新たな手
法を確立する必要がある。
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４．２．差分値による補正した流れ場の検証
前節では、特に Mokry の補正法の使用が妥当ではないと
思われる条件を中心に補正精度の検証を行った。その結果、
以下の流れで精度の低下が見られた。
・衝撃波を伴う流れ
・大きな剥離を伴う流れ
本節では、この２つの流れにおける補正誤差の検証のため、
特に壁有り・無しにおけるマッハ数と流れ角度の差分に着
目して検証を行った。

図１０

衝撃波を伴う流れ
亜 音 速 で あ る 𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5 の 流 れ 場 と 、 衝 撃 波 を 伴 う
𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.8の流れ場の比較を行う。𝑀𝑀𝑢𝑢 と𝛼𝛼𝑢𝑢 の条件で与えられ
る壁有りの流れ場と、その流れ場に補正を適用して得られ
る𝑀𝑀𝑐𝑐 、𝛼𝛼𝑐𝑐 における壁無しの流れ場の差分図を図１０に示す。
差分値としては各点におけるマッハ数と流れ角度
|𝑀𝑀𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 |
|𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑣𝑣/𝑢𝑢)𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 (𝑣𝑣/
（
、
𝑢𝑢)𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 | [deg]）を取っている。補正が厳密なものであれ
ば、流れ場は一致し差分は 0 となる。図１０から、亜音速
の場合、マッハ数、流れ角度ともに差分はほぼ 0 に近い。
一方、遷音速では、壁有り・無しで不一致が生じ、その大
部分は衝撃波位置に現れていることが分かる。一方で衝撃
波位置以外は壁有り・無しで比較的良い一致を示しており、
空力係数の誤差要因が主に衝撃波位置を正しく推定できて
いないことにあることが分かる。
大きな剥離を伴う流れ
失速に伴い大きな剥離が生じる流れ場での検証を行う。
𝑀𝑀𝑢𝑢 = 0.5、𝛼𝛼𝑢𝑢 = 4, 8, 12, 16 [deg]における壁有り・無しのマ
ッハ数と流れ角度の差分図を図１１と１２に示す。迎角が
失速点（𝛼𝛼𝑢𝑢 = 8 [deg]）以下の場合、前縁付近の僅かな領域
で違いが見られるとはいえ、翼周辺の流れは壁有り・無し
で良い一致を示している。一方、大きな剥離が生じている
𝛼𝛼𝑢𝑢 = 12, 16 [deg]の流れでは、マッハ数、流れの角度とも
に壁有り・無しの流れ場に大きな違いが生じている。特に
翼上面の剥離が生じている範囲での誤差は顕著であり、
Mokry の補正法の適用限界を超えているのは明らかである。

図１１

壁有り・無しの差分図（𝛼𝛼𝑢𝑢 = 2、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5）

壁有り・無しの差分図（マッハ数、𝑀𝑀𝑢𝑢 =
0.5、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5）

以上のように Mokry の補正法は一部の流れ場で精度が低
下する。しかし、亜音速・低迎角の流れ場など、補正法の
基となる微小擾乱速度ポテンシャル方程式が成り立つ範囲
であれば、その精度は非常に高いことも確かめられた。ま
た、衝撃波を生じる遷音速の流れ場でも、現状∆𝐶𝐶𝐷𝐷 ≈ 10
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9)

10)

11)
12)

13)
図１２ 壁有り・無しの差分図（流れ角度、𝑀𝑀𝑢𝑢 =
0.5、𝐻𝐻/𝑐𝑐 = 5）
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５．結論
壁干渉補正法として広く用いられる Mokry の補正法の検
証を CFD と多孔壁モデルを使って行った。検証結果をまと
めると以下の様になる。
・失速を起こしていない亜音速の流れ場では、∆𝐶𝐶𝐷𝐷 ≈ 1
[count]程度の非常に高い補正精度を示す。この精度は供試
体が大きく壁の影響が非常に大きい場合でも同様である。
・遷音速の流れ場では∆𝐶𝐶𝐷𝐷 ≈ 10 [count]程度に補正精度が低
下する。また補正精度の低下によって、衝撃波位置に誤差
が生じる。
・失速点以上の迎角では、補正精度∆𝐶𝐶𝐷𝐷 ≈ 100 [count]と大
きな誤差を示し、このような流れ場での使用は適切ではな
い。
今後は本論文で得られた検証結果を基に、遷音速でより精
度を高める修正を Mokry の補正法に加えていく。また三次
元翼や航空機に対しても本研究と同様の検証を行い、より
高い精度を発揮する壁干渉補正法を提案していきたい。
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ロケットフェアリング周りの凝縮流れの数値計算
佐藤 博紀
総合研究大学院大学


Numerical study of condensing flow around a rocket fairing
by
Hiroki Sato
ABSTRACT
We aim to reveal the generated process of rocket clouds around the rocket fairing in the condensing flow and investigate the aerodynamic
characteristics of the fairing. In this study, a two-dimensional or axisymmetrical two-dimensional CFD code considering the heterogenous
condensation was developed. Then, the dry air and the heterogenous condensing flow within the circular-arc bump channel (Minf = 0.675,
Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa) and around the rocket fairing (simulated 4S-type for H-IIA, Minf = 0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa) were
solved by developed code. In the case of the dry air flow in circular-arc bump channel, the results of the present study is in good agreement
with that of the past validated numerical study. Compared to the dry air flow, the shock position on the circular-arc bump is shifted to
downstream in the heterogenous condensing flow. This trend is in agreement with the past numerical simulation. In the case of the
heterogenous condensing flow around the rocket fairing, the temperature, the relative humidity and the mass fraction of the liquid phase are
268 K, 314% and 1.1% respectively at the shoulder of the fairing z = 66.1 m (the fairing tip is located at z = 60 m). The rocket clouds like
umbrella is generated near the z = 66.1 m. Compared to the case of the dry air flow, the shock position on the rocket fairing wall is shifted
to downstream in the case of the heterogenous condensing flow. This reason can be explained by the comparison between the RankineHugoniot relation and the Rayleigh relation. In addition, the maximum Mach number in the heterogenous condensing flow is lower than
that in the dry flow. The difference of the static pressure between the dry air and the heterogenous condensing flow is observed on the side
wall of the fairing from z = 66.1 m to 68.5 m.
１．はじめに

図 1 地上から撮影した H-IIA ロケット 13 号機の打ち上げ直後の
様子（ロケット先端側のフェアリング前面に傘状の雲が発生して
いる，JAXA 動画アーカイブス 1)から引用）

近年，イプシロンロケット（日本）など，新型のロケッ
ト開発が実施されており，CFD を用いたロケットの空力設
計やロケット射場の音響環境調査などが複数報告 2)-4)され，
ロケット周りの流れ場はよく理解されてきた．一方，打ち
上げ直後の H-IIA ロケットの飛行時（遷音速時）の様子を
見ると，ロケットフェアリング前面に雲（図 1 に見られる
傘状のロケット雲）が発生するケースがある．このケース
において，ロケット周りの流れ場は完全な乾燥空気でなく，
空気に含まれる水蒸気の凝縮を伴う流れ場，すなわち乾燥
空気と蒸気（2 成分の気相）および水（液相）の気液二相
流の遷音速流になっていると推測される．この流れは，ロ
ケット後方から排出される，液酸液水ロケットエンジンの
蒸気噴流とは区別される．飛行機周りの流れ場を研究した
例では，翼周りに飛行機雲が発生するような凝縮流中にお
いて，飛行機の空力特性（揚抗比）が低下することが明ら
かになっている 5),6) ．しかしながら，凝縮を伴う遷音速流
れがロケットの空力特性に及ぼす影響について，数値計算
あるいは実験によって研究された例は，著者の知る限り報
告されていない．また，前述したロケット雲の形成過程に
関する研究例も報告されていない．

 本研究は，2 次元圧縮性の凝縮流れ（乾燥空気と水蒸気，
液滴の混合した遷音速流れ）を解析可能な数値計算コード
を開発し，円弧バンプ問題を解くことで，数値計算の検証
を実施する．そして，開発した数値計算コードによって，
ロケットフェアリング周りの軸対称 2 次元・凝縮流れの数
値計算を実施し，ロケット雲の形成過程を明らかにする．
最後に，乾燥空気流れの数値計算とも比較し，凝縮を伴う
流れがロケットフェアリング周りの流れ場とフェアリング
空力特性に及ぼす影響を明らかにする．
２．モデリングと数値計算
２．１．モデルにおける仮定
 本数値計算は，凝縮流と乾燥空気のみの流れの 2 ケース
の計算を実施する．本計算における仮定を以下に示す．

後述の検証問題（円弧バンプ流路）を解く際，2次元
流れ場を仮定する．ロケットフェアリング周りの流れ
場は2次元軸対称を仮定する．

凝縮は，大気中のエアロゾルなどを核とする非均一凝
縮9)として，凝縮核密度をnl = 1×1014 m-3に固定する．
この数密度は大気中に存在するエアロゾルの推定密度
である．

本研究における非均一凝縮流は，乾燥空気と水蒸気，
液滴の混合流れを指す．この流れの場合，圧縮性非粘
性流れに，凝縮モデルを追加する．

非均一凝縮流は，気体と液体の各相間の速度差と温度
差がない均質流7),8)を仮定する．

ボイド率α（気相の体積比率）は1に十分近いとする
（液相の質量分率β < 0.1）．

乾燥空気のみの流れの場合，流れは圧縮性の非粘性
流れとし，液滴と水蒸気は含まない．
２．２．基礎方程式
 乾燥空気の数値計算は，式(1)-(3)に示す 2 次元（あるい
は軸対称 2 次元）圧縮性オイラー方程式を基礎方程式とす
る．非均一凝縮流は，2 次元圧縮性オイラー方程式に，蒸
気の質量保存則（式(4)），液相の質量保存則（式(5)）を
加えたものを基礎方程式とする．
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ここで，ρv は蒸気の質量密度，β は液相の質量分率を意味
する．非均一凝縮流の場合，全エネルギーは以下のように
求める．
C pm  1   Rmix

1   Rmix

p

1 2
u  h0 m
2

(6)

凝縮流による追加式は，山本ら 5), 14)や Schnerr6)らの文献を
参考にしており，記号などはそれらの文献を参照されたい．
式(4)，(5)の右辺の Γ は液相の質量生成率であり，非均一
凝縮の場合，以下のように算出する．
dr

4 l nl r 2
(7)
dt
本数値計算は，非均一凝縮流としているため，液滴の数密
度（凝縮核密度に相当）nl は仮定で述べた値（1014 m-3）に
固定する．液滴の半径とその成長率は以下のように求める．
1/ 3

 3 

r  

 4 l nl 
qc
dr
 pv  pr 

dt  l 2Rv T

(8)
(9)

式中の pr は，
 2 

(10)
p r  p s exp 

 r l Rv T 
ここで，表面張力 σ は以下のように温度の関数として評価
する．

 (82.27  75.612TR  256.889TR2  95.928TR3 ) [N/m]

7.5

２．４．計算領域と境界条件
 本計算は，検証用の 2 次元円弧バンプ流路と軸対称 2 次
元・ロケットフェアリング周りの流れを対象とする．
【円弧バンプ流路の遷音速流れ（検証問題）】
図 2 の検証用の円弧バンプ流路は，流路全長と高さそれ
ぞれ 3 m と 1 m，円弧バンプ 11)長さと厚さ，曲率半径はそ
れぞれ 1 m と 0.1 m，1.3 m とする．この問題は乾燥気体の
オイラー方程式の検証問題 12),13) として実績がある．本計
算は，表 1 に示す遷音速の非均一凝縮流と乾燥空気流れの
2 ケースを計算する．両ケースとも，入口境界条件は，初
期条件から算出した全温度を固定にし，静圧を内挿する．
初期条件の各物理量は，表 1 に示す値に設定する．非均一
凝縮流の場合，入口条件として，液相の質量分率 β = 0.001
(0.1%)，相対湿度 φ (= pv / ps) = 0.9 (90%)を与える．流出条
件は，静圧を初期条件に固定し，他の物理量を自由流出条
件にする．また，非粘性流れとしているため，上下壁面は
すべり条件とする．
【ロケットフェアリング周りの遷音速流れ】
 次に，図 3 のロケットフェアリング周りの計算領域につ
いて説明する．本計算の対象とするロケットフェアリング
は H-IIA ロケットの 4S 型フェアリング 15)を模擬する．た
だし，先端部の曲率を持った部分は省略する．計算領域は，
対称軸の片面のみとする．図 3 の上側遠方境界の径方向位
置は，ロケットフェアリング半径 R = 2.05 m の 90 倍程度に
とる．また，左側境界からフェアリング先端部分 z = 60 m
にかけての距離は，半径の約 140 倍程度とする．入口境界
条件は表 1 に示す通りである．下側境界 r = 0 m のところは，
z = -210 m から 60 m の領域で対称条件，z > 60 m の領域で
壁面条件（ロケット壁面）を与える．なお，非粘性流れの
ため，壁面条件はすべり条件とする．
上壁（スリップ条件）

(11)

（ただし，TR = T/647.286）
ps は飽和蒸気圧で，温度 θ [℃]の関数として評価する．


p s 6.107810   237 [hPa]

対流項の評価には，HLL スキーム 10)を用いて，MUSCL 内
挿で空間 2 次精度化を施した．その際，minmod 関数を用
いて TVD 化した．時間積分には，1 次精度のオイラー陽
解法を用いた．

,m

E

JAXA-SP-12-010

(12)

下壁（スリップ条件）

そして，以下の状態方程式を用いて方程式系を閉じる．
p Rmix T 1   


流出境界

流入境界

,m

厚さ0.1 mの円弧バンプ

(13)

図 2 円弧バンプ流路（2 次元，バンプ長さ 1 m，厚さ 0.1 m，円弧
曲率半径 1.3 m，計算メッシュ数は壁に沿った方向に 200 点，y 方
向に 120 点）

一方，乾燥空気のみの場合，状態方程式は以下に示す理想
気体のものとする．

表 1 円弧バンプ流路とロケットフェアリング周りの流入条件（マ
ッハ数の括弧内は円弧バンプ流路の設定値）



1   Rmix  E  1 u 2  h 

0m 
2
C pm  1   Rmix 


p   air Rair T

(14)

また，乾燥空気の全エネルギーは，以下のように評価する．

E

p



1

 1 2

u 2

(15)



物理量
圧力, hPa
温度, K
マッハ数, 相対湿度, 液相の質量分率, 凝縮核密度, m 3

乾燥空気流れ
1000
300
0.85 (0.675)
-

非均一凝縮流
1000
300
0.85 (0.675)
0.9 (90%)
0.001 (0.1%)
1014

２．３．数値計算手法
 本研究は，一般座標変換した基礎方程式を有限体積的に

離散化し，それを時間発展法で解くことで収束解を得た．
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300

200

な非均一凝縮流における衝撃波位置の下流へのシフトは，
過去の数値計算例 6),14)でも見られている．過去の数値計算
例は，NACA0012 翼周りの数値計算であるため，一概に比
較できないが，本数値計算においても，定性的に非均一凝
縮流特有の現象を捉えることができている．

遠方境界

r, m

一様流

100

対称軸
0
-200

-100

0

100

z, m

ロケット

15

r, m

10

5

ロケットフェアリング

0

55

60

65

70

z, m

75

ロケットフェアリング先端付近を拡大

図 3 H-IIA の 4S 型フェアリングを模擬したロケットフェアリン
グ周りの計算領域と計算メッシュ（2 次元軸対称，計算メッシュ数
は対称軸・フェアリングに沿った方向に 138 点，径方向に 55 点，
先端部の曲率を持った部分は省略）

３．数値計算結果と考察
３．１．円弧バンプ問題による数値計算の検証
 本節では，数値計算の検証を行う．本来，実験結果など
と比較して検証されるべきであるが，凝縮流は相似則が成
り立たないために実験が困難である．したがって，ロケッ
トフェアリングの風洞実験などは存在するものの，凝縮流
による実験例は報告されていない．そこで，CFD の検証問
題として実績のある，円弧バンプ問題を解くことで，本数
値計算を検証する．
1.5
M: 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
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Dry air

y, m
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0.5

0

1
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2
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図 4 円弧バンプにおけるマッハ数コンター（2 次元流れ，赤矢印
が主流方向，Minf = 0.675, pinf = 1000 hPa, Tinf = 300 K，上半面：乾燥
空気流れ，下半面：非均一凝縮流）

図 4 は円弧バンプ流路内の乾燥空気流と非均一凝縮流そ
れぞれのマッハ数コンターを比較したものである．図 4・
上半面の乾燥空気流れの場合，衝撃波が円弧バンプ上 x =
1.7 m のところで発生している．このようなマッハ数コン
ターは，過去の数値計算 12),13)とよく一致しており，乾燥空
気流れは正しく解けていると言える．一方，図 4・下半面
の非均一凝縮流の場合，衝撃波位置は x = 1.8 m のところに
あり，乾燥空気流れより下流側に位置している．このよう

３．２．ロケットフェアリング周りの非均一凝縮流れとロ
ケット雲の形成過程
 本節では，ロケットフェアリング周りの非均一凝縮流れ
場を詳しく見ることで，ロケット雲の形成過程について明
らかにする．
図 5 の下半面は，非均一凝縮流のマッハ数コンターであ
る．この図より，衝撃波はフェアリング壁面上 z = 68.5 m
のところに位置していることが分かる．図 5 上半面の乾燥
空気流れとの比較は次節で述べる．図 6 は，非均一凝縮流
における液相の質量分率 β のコンター図である．z = 66.1 m
のフェアリング肩部で急激に β が増加し，凝縮が起きてい
ることが分かる．そして，z = 68.5 m の衝撃波より下流で，
β は急激に低下しており，液滴は蒸発していることが分か
る．
次に，雲が形成されている領域を調べる．雲は液滴の集
まりであり，雲が形成されているか判断するには，液滴サ
イズを調べる必要がある．図 7 は，ロケットフェアリング
周りにおける，非均一凝縮中の液滴半径コンターを示した
ものである．過去の研究 14)は，雲内部に 1 cm3 中に半径 1 20 μm の液滴が 100 – 900 個程度（1 m3 中に 1×108 – 9×108
個）存在していると述べている．本数値計算の液滴は，そ
の半径が最大でも 0.28 μm と小さいが，液滴密度が nl = 1014
m-3 と多いため，雲として視認できる可能性がある．本数
値計算において，半径 0.1 μm 以上の液滴を雲として定義す
れば，図 7 における液滴半径 rdrp > 0.1μm の傘状の領域（赤
い破線の領域）は，図 1 のロケット先端に見られる傘状の
ロケット雲を模擬できている．
本節最後に，このロケット雲の形成過程を見ていく．図
8 は非均一凝縮流の温度コンターである．フェアリング肩
部の z = 66.1 m で最低温度 268 K に達する．このように温
度が低いと，相対湿度が高くなり，凝縮が発生する．一方，
z = 68.5 m の衝撃波下流で，温度は増加して一様流温度まで
回復していることが分かる．図 9 は相対湿度コンターであ
るが，最低温度に達した z = 66.1 m で約 3 (300%)と非常に
大きな相対湿度となっており，この部分で凝縮が発生し，
雲に相当する液滴が生成される．図 10 は，ロケットフェア
リング壁面に沿った相対湿度 φ と液相質量分率 β の分布で
ある．相対湿度は z = 60 m のフェアリング先端部から肩部
z = 66.1 m にかけて増加し，肩部で最大値 φmax = 3.14 (314%)
に達する．この肩部で，液滴質量分率も急激に増加し，肩
部直後で最大値 0.011(1.1%)になっており，凝縮が発生して
いることが分かる．相対湿度 φ は，z = 66.1 m の下流で低下
して，z = 73 m より下流では約 1 (100%)で一定となる．液
相質量分率 β は，フェアリング側面 z = 66.1 m から 68.5 m
にかけて低下傾向にある．そして，z = 68.5 m の衝撃波のと
ころで β は急激に低下して，液相は蒸発し，雲に相当する
液滴は消滅する．これは，図 8 の温度コンターで述べたよ
うに，衝撃波を跨いで温度が一様流温度まで増加するため
である．このような液相質量分率の分布になった結果，前
述したような傘状の雲が形成される．
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図 5 ロケットフェアリング周りのマッハ数コンター（軸対称 2 次
元，上半面：乾燥空気，下半面：非均一凝縮流，Minf = 0.85, Tinf =
300 K, Pinf = 1000 hPa）
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図 10 フェアリング壁面に沿った相対湿度 φ と液相の質量分率 β
の z 軸方向分布（Minf = 0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa, φinf = 0.9, 青
い破線部分は衝撃波位置 z = 68.5 m）
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図 9 非均一凝縮流の相対湿度のコンター, -（軸対称 2 次元，Minf
= 0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa, φinf = 0.9）
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図 6 非均一凝縮流れの液相の質量分率のコンター, -（軸対称 2 次
元，Minf = 0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa, φinf = 0.9）
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図 8 非均一凝縮流の温度コンター, K（軸対称 2 次元，Minf = 0.85,
Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa, φinf = 0.9）

80

10

Rocket fairing

β

r, m

0

10

r, m

1.45
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.7

5

315
310
305
300
295
290
285
280
275
270

Rocket fairing
60

65

70

75

z, m

80

85

90

図 7 非均一凝縮流の液滴半径のコンター, m（軸対称 2 次元，Minf
= 0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa, φinf = 0.9，赤い破線で囲まれた領
域は rdrp > 0.1 μm で雲に相当する）

３．３．非均一凝縮流とロケットフェアリング空力特性
本節は，ロケットフェアリング周りの乾燥空気流れと非
均一凝縮流の数値計算結果を比較することで，非均一凝縮
がフェアリング周りの流れ場と空力特性へ与える影響を明
らかにする．
図 5 に戻り，乾燥空気流と非均一凝縮流のマッハ数コン
ターを比較する．図 5・上半面の乾燥空気の場合，衝撃波
が z = 67.2 m のところで発生している．一方，前述した図
5・下半面の非均一凝縮流の場合，衝撃波は z = 68.5 m のと
ころにあり，乾燥空気流れに比べて，衝撃波位置が下流側
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へシフトしている．この点は，前述の円弧バンプ問題と同
じ傾向である．
図 11 は，ロケットフェアリング壁面に沿ったマッハ数分
布である．乾燥空気流れの場合，ロケットフェアリング先
端 z = 60 m からフェアリング肩部 z = 66.1 m の円錐部分で
加速し，肩部より下流でマッハ数が低下していくことが分
かる．そして，z = 67.2 m で衝撃波が発生して，それより下
流側で一様流マッハ数に回復している．この傾向は，過去
の数値計算 4)（ただし，N-S 計算・乱流考慮）と同様であ
る．一方，非均一凝縮流も円錐部分で加速して，肩部より
下流のマッハ数は低下傾向になり，z = 68.5 m で衝撃波が発
生して，それより下流で一様流マッハ数に回復する．この
図からも，非均一凝縮流れの衝撃波位置は，乾燥空気流れ
のそれよりも下流側へ位置していることが明らかである．
また，最大マッハ数は，乾燥空気流れで 1.51（z = 66.1 m）
であるが，非均一凝縮流れでは 1.33（z = 66.1 m）と低くな
っている．非均一凝縮流れが乾燥空気流れに比べて，その
衝撃波位置が下流へシフトし，最大マッハ数が低くなる理
由は，凝縮熱の発生が原因である．次にこれらのことを考
察していく．
図 12 は，ロケットフェアリング壁面に沿った温度分布で
ある．乾燥空気流れの場合，肩部 z = 66.1 m で温度は最低
値の 235 K となる．一方，非均一凝縮流れの場合，この部
分の温度 268 K は乾燥空気流れより高い．これは，図 6 の
液相質量分率コンターで述べたように，肩部 z = 66.1 m で
凝縮が発生して，その凝縮熱によって温度が高くなるため
である．また，図は省略するが，非均一凝縮流の最大流速
（435 m/s）は，乾燥空気の最大流速（464 m/s）より低い．
このように，流れの温度が高くなり，流速も遅くなること
で，非均一凝縮流れの最大マッハ数は乾燥空気流れのそれ
より低くなる．
図 13 はロケットフェアリング壁面に沿った圧力分布であ
る．フェアリング肩部 z = 66.1 m のところで，非均一凝縮
流れの圧力は乾燥空気流れの圧力より高い．また，フェア
リング肩部より下流で，両者の流れの圧力は減少していく
が，両者の圧力の z 方向勾配はほぼ同じである．非均一凝
縮流の衝撃波が下流へシフトした理由を，この圧力分布か
ら考察する．乾燥空気流れのように熱の授受がない場合，
ランキン・ユゴニオの関係式によって，衝撃波上流の圧力
p1 と下流の圧力 p2 の関係は，以下のように表せる 9)．







 p2 
1  M
 M 1




p 
1
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 1  Rayleigh(condensing)
2
1

1

Q
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(17)

h0 m
c p T01

(19)

c p T01
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p 
 1  Rayleigh(condensing)  p1  Rankine(dry)

(20)

という関係式が得られる．また，衝撃波下流の圧力 p2 は，
乾燥空気，非均一凝縮流れでほぼ等しくなるため，

p1,Rayleigh(condensing)  p1,Rankine(dry)

(21)

となる．したがって，非均一凝縮流は，衝撃波上流でこの
式を満たす圧力になるまで流れる必要がある．言い換えれ
ば，非均一凝縮流れの場合，乾燥空気流れに比べて，流れ
の圧力 p1 が衝撃波背後の p2（一様流圧力）に近い圧力にな
るまで，余分な距離を流れる必要がある．その結果，衝撃
波は下流へシフトすると考えられる．
 最後に，空力特性について述べる．図 13 のロケットフェ
アリング壁面に沿った圧力分布に戻り，乾燥空気流れと非
均一凝縮流れを比較すると，z = 60 – 66.1 m のフェアリング
傾斜部分で大きな差は見られない．したがって，非均一凝
縮は，仰角のないフェアリング中心軸方向の力（抗力）に
はほとんど影響しない．一方，フェアリング側面 z = 66.1 –
68.5 m で，非均一凝縮流と乾燥空気流れの圧力に顕著な差
が見られ，横方向に働く力に差が出ると言える．本数値計
算のように，流れが完全に軸対称であれば，横方向の圧力
は打ち消し合って，ロケットの運動に影響はない．しかし，
仰角を持つなど，軸対称流れでない場合，ロケットの横方
向の運動に影響する可能性がある．軸対称条件以外の数値
計算に対応可能な 3 次元 CFD への拡張と，粘性や乱流の導
入は今後の課題である．
1.6
Dry
Condensing

1.4
1.2
1
0.8
0.6

Rocket fairing

ここで，式中の Q と Qmax は以下のように評価できる．Q は，
衝撃波上流における単位質量辺りの熱量（凝縮熱）h0m を
全エンタルピーcpT01 で無次元化したもので，以下のように
評価する．
Q

h0 m, max

本数値計算の非均一凝縮流は，Q / Qmax = h0m / h0m,max = 19.2
[kJ/kg] / 22.7 [kJ/kg] = 0.85 で Q / Qmax < 1 となる．また，図
11 を見ると，非均一凝縮流における衝撃波上流 z = 68.4 m
のマッハ数 M1（1.06）は，乾燥空気流れにおける衝撃波上
流 z = 67.1 m の M1 (1.38)より低い．したがって，

(16)

ここで，M1, p1 は衝撃波上流のマッハ数と静圧で，p2 は衝
撃波下流の静圧，γ は比熱比を表す．一方，凝縮流のよう
に潜熱などの熱の授受がある場合，レイリーの関係式から，
p2 / p1 は以下のように表せる 9)．
2
1

Qmax 

M



 p2 
1  M 12  M 12  1




p 
1 
1 
 1  Rankine(dry)

分の凝縮熱）を，全エンタルピーで無次元化したもので，
以下のように評価する．

(18)

0.4
60

65

70

z, m

75

80

図 11 フェアリング壁面に沿った乾燥空気流れと非均一凝縮流の
マッハ数分布（z = 60 m はフェアリング先端，Minf = 0.85, Tinf = 300
K, Pinf = 1000 hPa，“Dry”:乾燥空気，“Condensing”:非均一凝縮
流）

一方，Qmax は，マッハ数 M1, 全温度 T01 の流れを加熱して
M = 1 とするのに必要な加熱量（非均一凝縮流れの音速部
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60 – 66.1 m において，非均一凝縮流と乾燥空気流で大きな
差はなかった．一方，フェアリング肩部 z = 66.1 から 68.5
m のフェアリング側面部分で，非均一凝縮と乾燥空気流れ
の圧力に顕著な差が見られた．

350
Dry
Condensing
300

T, K
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図 12 フェアリング壁面に沿った乾燥空気流れと非均一凝縮流の
温度分布（Minf = 0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa）
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図 13 フェアリング壁面に沿った乾燥空気流れと非均一凝縮流の
圧力分布の比較（Minf = 0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa）

４．結論
 本研究は，2 次元あるいは軸対称 2 次元の圧縮性・非均
一凝縮流れを解析可能な数値計算コードを開発し，検証問
題（円弧バンプ流路：Minf = 0.675, Tinf = 300 K, Pinf = 1000
hPa）とロケットフェアリング周りの遷音速流れ（Minf =
0.85, Tinf = 300 K, Pinf = 1000 hPa）の数値計算を実施した．
その結果，以下の事柄が明らかになった．
１）円弧バンプ問題によって本数値計算を検証した．その
結果，乾燥空気流れのマッハ数コンターは過去の数値計算
とよく一致していた．また，非均一凝縮流れ特有の衝撃波
の下流へのシフトを捉えることができ，過去の研究と比べ
た場合，定性的に正しいことが示された．
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２）フェアリング周りの非均一凝縮流れでは，フェアリン
グ肩部で温度 268 K，相対湿度 314%，液相の質量密度
1.1%となった．そして，この部分から傘状のロケット雲に
相当する液滴領域（液滴密度 1014 m-3（固定値），液滴半
径が 0.1 μm 以上の領域）が発生した．ロケット雲の形成
過程は，フェアリング肩部で温度が低くなることで，相対
湿度が上がり，液滴が生成され，ロケット雲として視認で
きる可能性のある液滴ができる．
３）非均一凝縮流の衝撃波位置は，乾燥空気流れのそれよ
り下流に位置していた．この理由は，ランキン・ユゴニオ
式とレイリーの関係式を比べることで説明できる．圧力分
布は，フェアリング先端から肩部にかけての斜面領域 z =
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スクラムジェットモードにおけるロケット―ラムジェット複合エンジンの
数値計算
小寺正敏，富岡定毅，植田修一，谷香一郎
宇宙航空研究開発機構

Numerical Simulation of a Rocket-Ramjet Combined Engine Scramjet Mode
by
Masatoshi Kodera, Sadatake Tomioka, Shuichi Ueda and Kouichiro Tani
ABSTRACT
In this study, numerical analysis was conducted for the scramjet mode operation of a JAXA H2 fueled rocket-ramjet combined cycle engine
called E3 under Mach 8 flight conditions. The objective of the study was to examine the effects of rocket chamber pressure, Pc and second
fuel injection on the engine performance and related flow physics before the engine combustion tests. The calculation results revealed that
the engine produced higher specific impulse as well as thrust with higher Pc; however, the thrust gain could hardly exceed the embedded
rocket thrust. This is due to the fact that the rocket exhaust increased the friction drag on the combustor walls over the thrust due to
combustion with the captured air and momentum addition of the rocket flow. On the other hand, the second fuel injection in the diverging
combustor had almost no impact on the thrust augmentation even at low Pc conditions with a large amount of second fuel, resulting in
reduction of the specific impulse contrary to expectations. This partially came from that at lower Pc the combustion efficiency was reduced
because of the lower temperature and larger amount of H radical production as well as poorer fuel/air mixing.
１．はじめに
将来の宇宙輸送システムに用いる推進エンジンの課題の
ひとつとして比推力（Isp）の向上が挙げられる．これを容
易に達成する方法は，大気飛行中の空気を利用することで
ある．そこで宇宙航空研究開発機構（JAXA）ではロケッ
トとラム・スクラムジェットの複合サイクルエンジンを考
え研究を行っている[1]．現在検討しているエンジン形態は
二種類のエンジンを別々に取付けるのではなく，ロケット
をラムジェットダクト内に収納し軽量化を図るものである．
また飛行マッハ数に応じて離陸からマッハ３までエジェク
タ，マッハ３から７までラムジェット，マッハ７から１２
までスクラムジェット，そしてそれ以上のマッハ数ではロ
ケットモードという具合にモード切り替えを行い，それぞ
れのエンジンモードに適した気流条件で作動をさせる．こ

こでエジェクタモードではロケットにより主推力を発生す
るが，エジェクタ効果でインレットから空気を取込み比推
力の改善を狙う．そしてラム・スクラムモードにおいてロ
ケットは出力を抑えて着火器として用い，二次燃料噴射の
亜音速燃焼（ラムモード）あるいは超音速燃焼（スクラム
モード）によって主推力を発生させ，かつ比推力をロケッ
ト単独で用いた場合よりも大幅に増加させる．一方で，ス
クラムモードで作動させる飛行速度域でも超高速域側では，
エンジンに取込まれる空気の運動エネルギーに対する燃焼
エネルギーの割合が小さくなるため，エンジン内部の各種
損失を相当抑えない限り，空気吸込み燃焼のみでは加速す
るための十分な推力が得られない可能性がある．そこで現
在は実現性を考えて，エジェクタモードと同様にロケット
を主推力源とし，空気吸込み効果は小幅な推力及び比推力

Figure 1. Schematic view of the E3 engine.
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Table 1. Mach 8 conditions at RJTF.
Mac h numbe r
Velocity
Static pressure
Static temperature
Density
Stagnation pressure
Stagnation temperature
Air composition
O2
H2O
N2

(m/s)
(kPa)
(K)
3)

(kg/m
(MPa)
(K)
(mass fraction)

(MPa)
(g/s)

(m/s)
(kPa)
(K)
3

(kg/m )
(mass fraction)

で音速噴射され，噴射口径は 2mm で合計 16 個の噴射孔を
有する．

6.7
2549
1.55
330
0.0147
10
2600
0.25578
0.19301
0.55121

Table 2. Rocket nozzle exit conditions.

Pc
O/F
2nd injection fuel rate
Φd
Mach numbe r
Velocity
Static pressure
Static temperature
Density
Composition
H2
O2
H2O
H
HO2
OH
O
H2O2

0.6

27.5
0.91
3.505
3523
5.2
1358
0.0065
0.0263
0.05368
0.77993
0.00463
0.00013
0.1145
0.02082
0.00001

1.5
7
23.7
0.79
3.484
3577
13.2
1446
0.0157

0.02548
0.04693
0.79579
0.00393
0.00018
0.11027
0.0174
0.00002

JAXA-SP-12-010

3

5

17.4
0.58
3.469
3617
26.8
1515
0.0308

9.2
0.31
3.458
3646
45.2
1567
0.0506

0.02478
0.0418
0.80881
0.00343
0.00022
0.10602
0.0149
0.00004

0.02422
0.03804
0.81892
0.00307
0.00026
0.1023
0.01314
0.00005

の向上に充てることも考えている．このような概念設計に
基づき，JAXA ではサブスケールエンジン E3 を試作し，ラ
ムジェットエンジン試験設備（RJTF）を用いてマッハ０，
４，６の各飛行条件において各々のエンジンモードで地上
燃焼試験を実施した[2]-[4]．そしてマッハ８の飛行条件に
よるスクラムモードの燃焼試験を近々実施する予定である．
そこで本研究では，同条件における E3 エンジンの作動特
性及びそれに関連したエンジン内部の燃焼を含む流れ場の
特性について，CFD を用いて事前に把握しておくことを目
的とする．本稿では，ロケット出力の違いによる比較及び
二次燃料噴射の効果について検討した結果を報告する．
図１に E3 エンジンの概略図を示す．インレット，分離
部，燃焼器から構成され，長さはそれぞれ 1140，250，
1610mm である．エンジン流路内について，各壁面は天板
（上面），側壁，カウル（下面）と呼ばれる．概ね二次元
矩形ダクトの形状をしており，側壁前縁は 7°の楔角を有
し天板より 70°後退している．全長，幅はそれぞれ 3000，
180mm で入口及び出口高さは 200mm である．天板はイン
レットでは二段の圧縮ランプとなっており，燃焼器では一
段の膨張ランプであり最下流において水平となる．カウル
前縁は始動性確保のため分離部より 100mm 上流に位置し
インレット内部に突き出ている．分離部は高さ 50mm の一
定断面ダクトである．この上部にガス O2/H2 を燃料とする
二基のロケットが収納される．そして分離部と燃焼器の間
の 80mm の段差面にロケットノズル出口を設置する．ロケ
ットのスロート及びノズル出口径はそれぞれ 20，70mm で
ある．なお分離部の天板中央には長さ 193mm の膨張ラン
プを取り付け二基のロケット間にスリットを設けることに
よりロケット排気と空気の混合促進を図っている．二次燃
料の噴射形態は全壁面からの垂直噴射で，流れ方向に４ヶ
所の噴射場所があり，その内今回は燃焼器入口より 716mm
下流の位置（DIV1）より噴射する．燃料は常温の水素ガス

２．解法
本研究では JAXA のスクラムジェットエンジン内の燃焼
流解析に多くの実績を持つ非構造格子法を基礎とする三次
元燃焼反応流計算コード[5]を使用した．本コードではレイ
ノルズ平均ナヴィエ・ストークス方程式と各化学種の質量
保存式を支配方程式とし，有限体積法で離散化される．高
速に定常解を得るために，LU-SGS 陰解法を適用している．
その際，化学反応と流れの特性時間の差異に起因する計算
の硬直性を緩和するため，さらに行列反転による計算時間
の大幅な増加を避けるため，対角化点陰的処理を行ってい
る．非粘性流束の評価には AUSM-DV 法[6]を用い，空間二
次精度を実現するため検査体積内で原初変数の線形再構築
を行っている．一方で粘性流束の計算には中心差分を用い
ている．物理モデルとして乱流モデルには Menter の k-ω
SST 二方程式モデル[7]を，水素空気系化学反応モデルには
Stahl-Warnatz の 9 化学種 17 反応モデル[8]を採用した．扱
う化学種は H2，O2，H2O，H，HO2，OH，O，H2O2，N2 で
N2 は不活性と仮定している．格子について，壁面近傍には
プリズム格子を配置しその他の領域には四面体格子を配置
した．
表１に今回適用する RJTF のマッハ８気流条件（公称
値）を示す．なお機体前方より発生する衝撃波を通過後の
値のためマッハ数は低下している．また総温を上げるため
に O2/H2 の燃焼加熱を利用する関係で，気流は H2O を含ん
だいわゆる Vitiated air となっている．計算領域はエンジン
の対称面より片側半分のみとし，その対称面には鏡面境界
条件を適用した．壁面には Non-slip 条件を適用し，温度は
300K に固定した．座標系については主流，エンジン幅及び
高さ方向をそれぞれ x，y，z 方向にした．x 軸は対称面上に
あり，原点は天板前縁の中心に位置する．また計算領域は
インレット入口から分離部天板のスリット開始位置までの
インレット部とそれより下流の燃焼器部の２つに分離し，
まずインレット部のみ計算を実施した．その際，RJTF 試験
では機体下面の境界層を模擬するため設備ノズル境界層を
エンジンに流入させていることから，ピトー圧測定により
得られた速度分布が 1/9 乗則に従う 99%厚さ 87mm の境界
層を天板上に与えた．そしてインレット部の結果を流入条
件として次に燃焼器部の計算を行った．一方でロケット部
については内部の三次元計算は行わず，ノズル出口条件を
NASA の準一次元化学平衡計算コード CEA[9]を用いて求め
た．ここでロケット燃焼器圧力（Pc）について，0.6～
5MPa までの４条件を検討した．その際反応物温度は 273K，
酸素水素流量比（O/F）は 7 に固定した．各 Pc におけるロ
ケットノズル出口条件（膨張過程で反応凍結を仮定）を表
２に示す．また二次燃料噴射を行う場合，その水素流量は
ロケットの余剰水素流量と合わせて，捕獲空気内の酸素流
量に対して当量比１となるように調節した．その値につい
ても表２に示す．なおインレット部の CFD 結果より，空気
捕獲率は 70%，捕獲酸素流量は 239g/s である．格子につい
て，壁面垂直方向の最小格子幅は 5μm（y+<2）に設定し，
総格子点数はインレット部，燃焼器部それぞれ約 300，200
万点となった．以下計算条件を，Case A（空気流のみ），
Case B（ロケット噴射のみ），Case C（ロケット及び二次
燃料噴射有り）の３ケースに分類する．
３．結果および考察
３．１ Pcによるエンジン性能の変化
図２に Pc に対する Case A からの推力増分（∆F）を Case
B，C について示す．また比較のため内蔵ロケットの推力
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Figure 5. Average mixing and combustion efficiencies at
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Figure 4. Specific impulse increment.
も同時に示す．ここで∆F はエンジン出口におけるそれぞれ
の衝撃関数の差より求め，内蔵ロケット推力はロケットノ
ズル出口での衝撃関数より算出した．本図より E3 エンジ
ンの∆F は Pc の増加とともに線形に増加するが，内蔵ロケ
ット推力とほぼ等しいかわずかに小さく，また二次燃料噴
射による変化がほとんどないことがわかる．次にラムジェ
ットダクト内壁に作用する摩擦力増分（∆Ff）及び圧力推力
増分（∆Fp ）の内蔵ロケット推力に対する割合を図３に示
す．ここで∆Fp は面積分値の差より求め，∆Ff は∆F から内

蔵ロケット推力及び∆Fp を引くことにより求めた．本図よ
り Pc によらず∆Fp を上回る摩擦抗力の増加が生じているの
がわかる．またその大きさは内蔵ロケット推力の 10～15%
程度である．一方で Pc すなわちロケット噴流量を減らし
二次燃料を増やした場合，空気燃焼の増加により∆Fp の割
合が大きくなることが期待されるが，Case C の場合に∆Fp
の割合がわずかに増加するのみで∆Ff と∆Fp の合計の割合は
常に負の値となっている．図４に図２と同様に Pc に対す
る∆F に基づく比推力増分（∆Isp）を内蔵ロケットの Isp と
ともに Case B，C について示す．本図より E3 エンジンの
∆Isp についても内蔵ロケットの Isp より小さいことがわか
る．そして Pc が小さくなると Case C の場合∆Isp が著しく
低下しているが，これは燃焼効率が著しく悪化することが
原因の一つである．図５に Pc に対する E3 エンジン出口に
おける平均混合・燃焼効率（ηm，ηc）を Case B，C につい
て示す．ηm，ηc の定義は以下の通りである．

m 

A 

Hx

u max( ,1)  dA

A

 H x u  dA


A

 H 2O u  dA
, c  A
9  H x u  dA

(1)

ここで ρ，u，φ，A はそれぞれ密度，主流方向速度，局
所当量比，燃焼器断面面積，添え字は各化学種を示してい
る．また Hx は主流の H2O を除く全化学種に含まれる水素
元素の合計である．本図より Case B の場合，ロケットの余
剰水素流量が減少するため Pc の減少により ηm は 100%に近
づくが， Case C の場合，燃焼器中間位置から二次燃料噴射
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(b) Case B at Pc=0.6MPa

(a) Case A

(c) Case B at Pc=5MPa
Figure 6. Contours of streamwise velocity on y-z planes.
を行うため，混合距離が足らず ηm は低下しているのがわか
る．一方で ηc について，Case C の場合 Pc が小さくなると
ηm よりもさらに ηc が低下し 50%に近づく．
３．２ 低 Pc及び高 Pc条件における流れ場の比較
前節で示されたエンジン性能の特性を踏まえ，次に流れ
場の詳細について低 Pc 条件（ロケットが着火器の役目を
担う場合）と高 Pc 条件（ロケットが主推力源の場合）の
比較を通して見ていく．なおこれより流れ場の図はエンジ
ン燃焼器部の片側のみ示される．
図６に x=1.2 から 2.9m まで 0.1m 間隔に並べた y-z 断面上
の u 分布を，Case A，B（Pc=0.6，5MPa）について示す．
本図より燃焼器内の u がロケット排気流により燃焼器壁面
近傍においても増速されているのがわかる．これが摩擦抗
力を増大させる原因である．特にロケットノズル出口付近
の天板及び側壁側において非常に高速になっている．この
領域は Case A においてはステップ背後であるため再循環領
域を形成し，摩擦抗力の小さい領域であり，Case B との摩
擦抗力の差が大きく現れる．よって摩擦抗力の増大を緩和
するには，まずロケットノズル出口を天板及び側壁からな
るべく離れて設置する必要がある．Case B の Pc=5MPa の
場合，ロケット出力が大きいため，燃焼器下流まで高速流
を維持しているのに対し，Pc=0.6MPa の場合，燃焼器下流
において空気流との運動量交換がかなり進み u が低下して
いる．
次に図６と同様の各燃焼器断面上に，Case C の場合にお
ける Hx，H2，H のモル分率及び温度分布を Pc=0.6，5MPa
の条件についてそれぞれ図７，８に示す．ここで二次燃料
噴射位置は x=2.1m よりわずかに下流の全壁面にある．
まず図８に示される Pc=5MPa の場合から見ると，Hx 分
布より燃料は下流に向かって側壁と天板のコーナーに偏り，
カウル側の空気流が断面中央において天板側に拡大する様
子が見られ， H2 も下流で側壁と天板のコーナー付近に残留
する．また Hx 分布より，カウル側より噴射された二次燃料
は流量が少ないためか下流で空気流と比較的良く混合して
おり，その結果 H2 もカウル側で消費されている．よってこ
の場合，カウル側により多くの燃料を投入した方が空気と

の燃焼を促進させる可能性がある．H 分布を見ると x=2.2m
断面の側壁とカウルのコーナーで増加し始めることから，
この付近より二次燃料は着火していることがわかる．この
場所の温度を見るとロケット排気流の影響により着火する
には十分に高くなっている．なお温度分布に示されるよう
に燃焼器内部はロケット排気流により高温となり解離損失
が心配されるところであるが，H の割合は下流に行くにし
たがって徐々にではあるが減少していることから，下流で
再結合が進んでいることが伺える．
一方で図７に示される Pc=0.6MPa の場合，燃料が下流に
向かって側壁と天板のコーナーに偏る傾向は Pc=5MPa の
場合と同じである．そして二次燃料の混合が良くなく下流
でカウル側にも偏る様子が見られる．そしてカウル側で H2
が多く燃え残ることから，この場合は Pc=5MPa の場合とは
逆に，天板側に多くの燃料を投入した方が空気との燃焼が
進む可能性がある．これについて H 分布を見ると Pc=5MPa
の場合とは異なりカウル側では H が存在しておらず，燃焼
が生じていないことがわかる．これは温度分布に示される
ように，ロケット排気流量が少ないため空気流の温度が着
火するほど上昇していないからである．そしてこのことが
図５において Case C の Pc=0.6MPa の条件で燃焼効率が低
下する原因の一つであると言える．もう一つの原因として
は，解離損失の増大が挙げられる．H 分布の天板側を見る
と，Pc=5MPa の場合と異なり下流に向かって H が比較的多
く残留し，その濃度はむしろ増加しているように見える．
化学平衡状態における傾向では，燃焼器が下流に向かって
拡大し温度が低下するとラジカルは減少するが，それとは
逆の傾向となっている．このような現象は以前スクラムジ
ェットエンジンの CFD 解析を行った際にも確認された[10]。
この時拡大燃焼器と一定断面を有する燃焼器を比較した場
合，拡大燃焼器の方が H ラジカルの増加が大きいという結
果を得た．H ラジカルの生成は他のラジカルよりも格段に
吸熱量が多くエンジン性能を大きく悪化させる原因となる．
よってなるべく燃焼器を拡大させない方が良い．
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(a) Hx mole fraction

(c) H mole fraction

(b) H2 mole fraction

(d) Temperature
Figure 7. Contours of several physical values at on y-z planes at Pc=0.6MPa for Case C.

(a) Hx mole fraction

(c) H mole fraction
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(b) H2 mole fraction

(d) Temperature
Figure 8. Contours of several physical values at on y-z planes at Pc=5MPa for Case C.

４．結論
JAXA の研究用ロケット－ラムジェット複合サイクルエ
ンジン E3 のスクラムモードの作動特性及び内部流れ構造
について，地上燃焼試験前の事前解析として飛行マッハ８
の条件で CFD 解析を実施し，ロケット燃焼圧 Pc の違いに
よる比較を行い，また二次燃料噴射の効果について調査し
た．その際二次燃料流量は，ロケット排気流の残留水素と
合わせて，インレットからの空気流に対する当量比が１と
なるように調節した．その結果，今回調べた範囲では，推
力増分のみならず比推力増分までも Pc が大きい方が良い
性能となった．その推力増分のほとんどは内蔵ロケット推
力によるもので，ラムジェットダクトに作用する推力増分
はむしろ負の値であった．これは空気燃焼による圧力推力

の増加よりも，ロケット排気流による摩擦抗力の増加の方
が大きいからである．また二次燃料を燃焼器中間位置の
DIV1 より噴射した場合，推力増強に関してほとんど効果
がなく，また比推力も悪化した．特に Pc が小さい場合，
ロケット排気流の酸素流量よりも捕獲空気の酸素流量の方
が多いため比推力向上を期待したが逆の結果となった．こ
の原因の一つには Pc が小さいと燃焼効率が著しく低下す
ることが挙げられる．今後は今回示された問題点を改善す
ることが望まれるが，そのためにはエンジン形状を変える
必要があると思われる．例えばロケット排気流による摩擦
抗力の増加を緩和するために，ロケットノズル出口を燃焼
器壁面からできるだけ離して設置する必要があると思われ
る．また Pc が小さい時の二次燃料噴射の燃焼効率を改善
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するために，燃焼器の上流部に一定断面部を設けて解離を
抑制し，また噴射位置をより上流に移動させて混合距離を
稼ぐことが効果的と考えられる．
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スクラムジェットエンジンにおけるストラット後縁形状と流体滞在時間
佐藤 茂（宇宙機構角田）

渡邉孝宏（日立東日本ソリューションズ）

福井正明（スペースサービス） 宗像利彦（日立東日本ソリューションズ）

Strut Tail Shape and Fluid Residence Time in a Scramjet Engine
by
Shigeru Sato (JAXA Kakuda), Takahiro Watanabe (Hitachi East Japan Solutions),
Masaaki Fukui (Space Service) and Toshihiko Munakata (Hitachi East Japan Solutions)
ABSTRACT
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) has been investigating scramjet engines in Kakuda Space Center using Ram Jet Engine Test
Facility (RJTF) et al. The engine tested at the flight condition of Mach 6 in RJTF showed very important characteristics depending on
internal geometry. The authors found in the result of CFD research that a “hot triangle” is caused by 3-dimensional interaction of the cowl
shock wave and the strut shock wave and that the hot triangle contributes to intensive combustion transition.

Based on this hot triangle, an

engine configuration with boat-tail strut is compared to that with 5/5 height strut that showed good thrust performance in the engine test.
CFD is carried out to solve the inner air flow, and the residence time distribution behind the strut is made clear.

It is found that the

configuration with boat-tail strut can produce the outstanding residence time, improve the fuel distribution in the engine cross section and
be worth being calculated in full-detail CFD.
１．はじめに

献(16)に示す。このカウルとストラットの内ストラット側の位

スクラムジェットエンジン（Scramjet Engine：空気吸い

置や形状を工夫することにより、エンジン内の抗力増加を抑

込み型超音速燃焼エンジン）は将来の極超音速推進機関とし

えつつ高温三角域の効果を引き出し得る。ひいてはエンジン

て、欧米を始めロシア、豪州、中国、韓国等で基礎的研究か

を小型化できる可能性もある。今日までも数通り形状を考案

ら試験飛行まで幅広い研究が進められている。最近の事例で

し、エンジン試験結果と CFD 結果とを対比し、より適切な

は、米国が実施した X51 飛行試験(1)、また米国が豪州と共同

形状とその決め方を追求している(17)～(22)。

で進めつつある試験飛行(2)がある。我が国でも広範に研究が

一方、ストラット後縁の形状については、エンジン内部抗

進められており、特に宇宙航空研究開発機構角田宇宙センタ

力を下げると共に燃料の滞在時間を確保することが必要で

ーでは航空宇宙技術研究所時代からラムジェットエンジン

ある。先回平成 23 年度の発表(23)では、ストラット後縁の形

試験設備（RJTF）等を用いて飛行条件マッハ４、６、８等

状としてボートテイル形状を提案した。この形状では抗力減

のスクラムジェットエンジン試験を行って来た(3)～(12)。

に加え、ストラット後流で流体滞在時間が他エンジン形態に

この試験の中でマッハ６条件下ではエンジンの内部形状、

見られない顕著な凸型分布となり、燃料分布の適正化と推力

即ち分離部長さ、ストラット前縁位置、ストラット高さ等の

性能の増進に資する可能性がある。今回はこの凸型分布が形

違いによりエンジン性能が大きく変化することが判明して

成される要因について空力的に考察を進める。

いる(3)。過去にも諸国によるストラットの空力的効果の研究
を概観の上 CFD による部分的検討を行い衝撃波等の構造を

２．計算対象及び計算方法

調べた(13)。また、中村らはスクラムジェットエンジン内部流

２．1

に於ける衝撃波と保炎の関係を指摘している(14)。佐藤らは宇

計算対象

計算対象のスクラムジェットエンジンを図１に示す。これ

宙機構角田にて実施されて来た飛行マッハ６条件のスクラ

は当機構角田ラムジェットエンジン試験設備（RJTF）にて

ムジェトエンジン試験結果を基に CFD 援用にてエンジン内

エンジン試験に供した形態(3)である。当エンジンは、インレ

の流れの精査を進める過程で高温三角域の概念を立てた(15)。

ット、分離部、燃焼器、燃焼器拡大部、ノズルより成り、正

高温三角域とは、スクラムジェットエンジンに於いて発生

面が幅 200mm、高さ 250mm で全長が 2100mm、全体に 45

推力の小さな弱燃焼から発生推力の大きな強燃焼への円滑

度の後退角を有するものである。矩形断面は両側板、天板、

な移行に有効なエンジン内部流温度分布である。これは同エ

カウルの４枚より成る。長さ 200mm の分離部の出口には側

ンジンの矩形断面を構成する部材の一つであるカウルと、エ

板及び天板に後ろ向きの段差があり、側板の段差の下流

ンジン内部に取り付けられるストラットの各々の前縁から

32mm の所が燃料噴射孔 12 本の並ぶ位置に当たる。ストラ

生ずる衝撃波の三次元的重合によって形成される。詳細は文

ットはインレットから燃焼器拡大部に掛けて装着する。その
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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、
ボートテイル形ストラットは後縁手前で一旦絞られた形で
あり全長も短い。5/5 高さストラットが 393mm、ボートテイ
ル形ストラットは 301mm である。同図に各拡大図も示す。
この形状とした狙いは後縁を絞り抗力を下げることと後縁
下流にて流体の滞在時間を確保することの両立である。
２．３

計算方法

計算格子は構造格子で、最小格子幅はストラット前縁位置
の 0.1ｍｍである。計算ではエンジン左右中央断面を対称面
とする左舷半裁を対象とし、格子数は最大 408×113×95 (約
438 万)、対流項評価の数値流束は AUSM-DV-EF 法、制限関
数は最高三次精度、時間積分は陰的解法、乱流モデルは
Figure 1 ． Outline of scramjet engine tested.(3)

The

engine is set upside-down on the test bed.

Baldwin - Lomax である。エンジン側の条件は、燃料流量
0g/s、等温壁（275K：主流温度）仮定とした。図３に計算領
域及び格子を示す。
尚、数値計算の実行に当たっては宇宙航空研究開発機構角

高さは側板と同じであり『5/5 高さ』(又は 5/5H)と記す。飛

田宇宙センターのスーパーコンピュータ『数値宇宙エンジン』

行条件はマッハ６相当（エンジン入口マッハ数 5.3）、総温

（平成 20 年度運用終了）、及び同機構の統合スーパーコンピ

1500K、機体下面境界層込み等とした。これら条件は当宇宙

ュータ『JSS』（平成 21 年度から本格稼働）を用いた。

機構角田で実施したエンジン試験（試験番号 M6S43 等）に
対応するものであり、この試験では燃料を小流量側からの増

３．結果及び検討

加で良好な強燃焼移行が生じ比較的低い当量比で発生推力

３．１ 圧力分布

1620N

を得た好成績のもの(3)である。

図４及び図５に圧力分布の計算結果を示す。M6S43 エン
ジン試験結果との比較検証は文献（23）に示す。気流状態では

２．２ 比較対象の形態－ボートテイル形
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

CFD による再現が良好であることが示されている。図４は
側板半値高さ位置の圧力分布、図５は天板中心線位置の圧力

テイル形ストラット形態の詳細を示す。何れのストラットも

分布である。圧力値は何れも気流総圧で無次元化を行った。

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

図４の側板上圧力分布は、エンジン前半分の形状が両形態

(a) 5/5H Strut configuration
Figure 2．Two types of struts.

(b) Boat-tail Strut configuration

The 5/5H Strut configuration (left) and the Boat-tail Strut (right) are compared by means

of CFD.
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Figure 3．Engine model and computational grids.
Figure 4．Pressure distribution along the side wall at the
共通なので、双方の分布は一致する。後ろ半分はストラット

half height.

長さと後縁形状の違いにより圧力分布に差が出ている。特に
ボートテイル形ストラット形態では壁圧が低い。これはスト
ラット後縁を絞り、且つ長さを詰めた結果である。
このことはエンジンが強燃焼状態に至り壁圧が上昇した
際に、剥離に至る限界圧力までの容量が大きく取れるという
ことを意味し、エンジン発生推力の伸長に寄与し得る。
図５は天板上の壁圧分布である。これもエンジン前半分は
一致している。着目すべきは、横軸約 880mm 位置の圧力値
である。ラムジェットエンジン試験結果によると、強燃焼下
で燃料投入量を増やすと（当量比を高くすると）、或る値の
所で天板上の気流が一気に全面剥離を起こし、エンジンが不
始動状態に陥る。その燃料流量の値は形態等により異なるも
のの、飛行条件マッハ６試験ではエンジン燃焼器出口の天板
上の壁圧力が 17/1000
（壁圧/総圧）
になると不始動に至る(3)。
これはエンジン形態に関わらず共通である。その知見からす

Figure 5．Pressure distribution along the top wall.

ると、上記約 880mm 位置の圧力分布の低さは、全面剥離ま
での圧力容量の大きさを示唆するものであり、この特性を基
にエンジン設計を行うことでより高当量比まで燃料の投入

結果的にこのような凸型の滞在時間分布となった。ストラッ

が可能となり、エンジン発生推力の増進が期待できる。

ト末尾を半値幅で約 10mm となる位置で切り取ったことで
抗力は若干増加したが、5/5 高さストラット形態に比し 11％

３．２

流体の滞在時間

図 6 にストラット後流域における流体の滞在時間を示す。

の削減(23)となっている。エンジン抗力が減じた分は正味推力
の増加に直接貢献する。

図 6(a)が 5/5 高さストラット形態のストラット後流、図 6(b)

図 7 には両形状のストラット後流の流れ場を示す。図

がボートテイル形ストラット後流のものである。前者ではス

7(a)(b)各々に於いて上縁がエンジン中心、下縁がエンジン側

トラットの後縁は単純矩形である。滞在時間は概ね 40μsec

板である。図 7(a)の 5/5 高さストラット形態はストラット後

前後の値であるが、ボートテイル形ストラットの場合は 230

部が矩形であり、ストラット側面を通って来た流れはその矩

μsec にまで突出部を有する凸型分布であることが分かる。

形の角で剥離し急膨張する。膨張の広がり角度が大きい。そ

後縁が矩形形状であるストラットの抗力を単純に減らす

して一定距離を経た後に相方の流れと再付着する。再循環領

には後縁も完全なテーパ付きとするのが良く、佐藤らの検討

域は左右対称分を合わせ小さな二等辺三角形である。一方、

14％の削減(23)となる。しかし、ストラット後流に一定

図 7(b)のボートテイル形ストラットでは側板に沿って走っ

の循環領域を設けないと流体の滞在時間が確保されず、燃焼

て来た流れはストラット後部の絞り部の起点で一端膨張す

に不利な流れ場となる。そこでストラットのテーパ形末尾を

るが、尚もテーパ部の表面に付着して進む。やがて後縁に達

一定箇所で切り取り後縁に有限の幅を持たせたのがこのボ

した所で剥離するが、流れは剥離前の角度をほぼ保ったまま

ートテイル形ストラットである。単純矩形から抗力を減らす

若干膨張する。膨張の広がり角度は小さい。そして後流域の

と共に一定の滞在時間を確保する狙いでこの形状としたが、

相当程度下流にて相方の流れと再付着する。形成される再循

では
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(a) 5/5H Strut configuration
Figure 6．Fluid Residence time behind the strut.

JAXA-SP-12-010

(b) Boat-tail Strut configuration
The outstanding residence time appears in the Boat-tail Strut

configuration.

環域は下流に長く伸びる二等辺三角形を成しており、再付着

に調べる必要がある。

点は 5/5 高さストラット形態に比しストラット後縁から遠い
位置になる。筆者らは、この流れ場の違いが上述の凸型滞在
時間の要因を形成している可能性があると考えている。
図 8 にはカウル衝撃波の CFD シュリーレン画像を掲げる。

３．３

滞在時間以外の効果

図 9 に両ストラットの後流域における流線を示す。図 9(a)
は 5/5 高さストラット形態のものであり、後流域に入り込ん

図 8(a)が 5/5 高さストラット形態のもの、図 8(b)がボートテ

で来る流線は天板側を源としカウル側へと向かって寄り付

イル形ストラット形態のものである。両者ともカウルから強

いて行く様子が見える。このことは、ストラットの後流域は

い斜め衝撃波が生じているが、その角度はストラット形状の

流体を天板側からカウル側へと輸送し得ると言うことを示

違いの影響を受けている様には見えない。ボートテイル形ス

唆している。一方、図 9(b)はボートテイル形ストラット形態

トラット形態では、ストラット後部が絞られる形になってお

における流線を示す。流体が天板側からカウル側に輸送され

り、またストラットの流れ方向寸法も 5/5 高さストラットよ

る傾向は共通であるが、5/5 高さストラット形態のものより

り短いことから、流れの再加速によりストラット後縁でカウ

循環域の流線が下流側に大きく張り出し、カウル寄りの箇所

ル衝撃波の角度が小さくなるかと考えたが、この図で比較す

で幾重にも周回している様子が見える。この特性が滞在時間

る限りそうはなっていない。また、ボートテイル形ストラッ

の長さに貢献している可能性がある。加えて、流体をエンジ

トでは、カウル衝撃波がストラット後縁を横切る位置が天板

ン断面中央部に輸送する特性から燃料分布の均等化に貢献

から 150mm（図中 c-c’線）の位置であり、滞在時間が凸を

し得、エンジンとして良好な特性を示す可能性がある。

示す位置と一致するが、この図からは滞在時間を突出させる
要因は汲み取りにくい。ストラット後流の流れ場を更に子細

(a) 5/5H Strut configuration
Figure 7．Strut base flows.

この流れ場の特性から次のことが期待できる。ストラット
の表面から燃料を噴射させることで半ば自動的に燃料がス

(b) Boat-tail Strut configuration

A longer recirculation region appears in Boat-tail Strut configuration.
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(b) Boat-tail Strut configuration

Figure 8．CFD schlieren. The cowl shock wave is clearly seen in 5/5H Strut configuration (above left) and
Boat-tail Strut configuration (above right) as well.

(a) 5/5H Strut configuration
Figure 9．Stream lines along the tail edge of strut.

(b) Boat-tail Strut configuration
The stream lines are going up to the cowl side in 5/5H Strut

configuration (left) and in Boat-tail Strut configuration (right).

(a) 5/5H Strut configuration

(b) Boat-tail Strut configuration

Figure 10．Flow paths of stream lines coming through the points equally distributed in the exit cross section.
Flow distortion is small in Boat-tail Strut configuration.

トラットの背後に輸送され、エンジン断面中央部の当量比を

から辿ったものを示す。これは出口で一様となるには流れは

上げるのに有効である。エンジン断面内燃料当量比分布は側

どこから入りどこを通って来るのかを上流に遡り可視化し

板や天板側に偏る(3)ことが分かっており、この偏りを改善す

たもので、燃料噴射位置を検討する上で判断材料となる。図

るのに有効な手段となる。

10(a)が 5/5 高さストラット形態のもの、図 10(b)がボートテ

図 10 には、エンジン出口断面にて等間隔に並べた 10 点の

イル形ストラット形態のものである。前者はストラット区間

位置を通過する流線に就いて、エンジン内通過軌跡を下流側

で流線の曲率が大きくなるが、後者はそれ程ではない。しか
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しカウル衝撃波で曲げられるのは共通であるので、両形態と
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 DBD プラズマアクチュエータを用いた大迎角細長物体の非対称剥離渦
制 御における周方向駆動位置の影響の数値解析
佐藤雅幸、稲葉亮司、西田浩之（東京農工大学）
野々村拓、藤井孝蔵（JAXA）

Numerical Study on Effect of Circumferential Driving Position of DBD Plasma Actuator
on Asymmetric Separation Vortex Control for High-Angle-of-Attack Slender-Body
Masayuki Sato, Ryoji Inaba, Hiroyuki Nishida（TUAT）
Taku Nonomura, Kozo Fujii（JAXA）

ABSTRACT
ABSTRACT
We have analyzed the asymmetric separation flow over a slender body at high angle of attack by numerical simulation aiming a control
of the asymmetric vortices using a dielectric barrier discharge (DBD) plasma actuator. Reynolds Averaged Navier Stokes/Large-Eddy
Simulation hybrid method (RANS/LES) is adopted with high-order compact spatial difference scheme. First, the characteristics of the
asymmetric separation flow were explained for various angles of attack. When the angle of attack becomes higher, the asymmetricity of the
flow field becomes stronger. The side force has nonlinearity in the relation with the angle of attack. We estimated the circumferential flow
separation point using circumferential pressure distribution. Separation point is changed with the angle of attack, axial position and body
side (right or left hand side). Next, numerical simulations of the flow field over the slender body with the plasma actuator actuation were
conducted. Plasma actuators are located circumferential position of ±80degs, ±100degs or ±120degs. We investigated the influence of the
positional relation between the flow separation point and the actuator location on the side force control effect. As a result, the flow control
effect can be improved by installing the actuator near to the flow separation point. The flow can be controlled by the plasma actuator
located not only before the flow separation point but also after that; this result indicates the flow control is due to the Coanda effect.

1. 研究背景及び目的
 航空機の胴体やロケットなどは基本的に円形に近い断面
をもった細長飛翔物体である．この細長物体が大迎角飛行
を行う際には，後流渦が物体から離れ非対称となり 1)，こ
れに起因する横力が機体に加わることで，機体の姿勢安定
性が著しく損なわれることが知られている．この問題を解
決する有用な方法の一つが流れの制御であり，非対称剥離
渦発生のメカニズムを解明し，制御する研究がこれまでに
数多く行われてきている 2, 3)．マイクロジェットや小型振
動翼など，能動的な流体制御デバイスの大迎角細長物体へ
の適用研究が行われてきたが 4, 5)，作動流体のタンクが必
要，機械的構造が複雑であるため重量が大きいなどの理由
から実用化には至っていない．また，これまでの研究では
デバイスの設置自由度が限られ，横力の比例的制御を実現
していないのも実用化に至らない要因の一つである．
 近 年 ， Fig. 1 に 示 す よ う な DBD （ Dielectric Barrier
Discharge）プラズマアクチュエータと呼ばれる流体制御デ
バイスが注目を集めている 6, 7)．このデバイスは，可動部
が一切なく電気的に能動的制御が行えること，非常に薄い
ため元の空力特性に大きな影響を与えないこと，物体近傍
に作用するため境界層の制御に適していることなど，既存
の装置にはない特性を数多く備えている．翼の失速特性の
改善に代表されるように，物体周りの流れの剥離制御を行
うことによって，小さな制御力で効率よく剥離渦を制御で
きる可能性がある．
 以上に述べた利点から，DBD プラズマアクチュエータが
既存の流体制御デバイスの欠点を払拭し，細長飛翔体の流
れ制御に大きな効果をもたらせることが期待できる．これ
までにも DBD プラズマアクチュエータを細長飛翔体に適
用し横力を制御する研究が行われてきたが，物体先端での
制御 8, 9)による bang-bang 制御が実証されたのみであり，制
御力（アクチュエータの出力）に対して比例的な制御は実
現していない．我々のこれまでの研究により，物体後胴に
おいて，左舷と右舷で別々にアクチュエータを駆動するこ
とで 10)，ある程度比例的に大迎角時の横力を制御できるこ

とがわかっているが，実用レベルでの制御を行うためには，
アクチュエータの出力が足りないことがわかっている．今
後，アクチュエータの出力改善の研究と共に，駆動方法
（バースト駆動やナノパルス駆動など）及び駆動位置の最
適化などを行ってゆく必要がある．
本研究では 3 次元数値流体解析により，細長物体後胴に
設置したプラズマアクチュエータの周方向の駆動位置と元
の剥離位置の関係が横力制御に及ぼす影響について調査す
ることを目的とする．
exposed electrode

plasma

dielectric
induced flow

insulated electrode

Fig. 1. DBD Plasma actuator
2. 大迎角細長物体周りの流れ場の特性
 細長物体周りの流れ場は，物体先端頂角c と迎角によ
って，Fig. 2 に示すように 4 つのタイプに分類される 1)．
（a）物体軸方向の流れが，卓越し，横断流（軸方向に垂
直な流れ）による剥離が生じず，渦のない流れ．
（b）横断流がやや強くなり，先端部側面あるいは背面か
ら発生した渦糸が胴体に沿う流れ．
（c）後流渦が横断流に押し流されて物体から離れると共
に非対称渦を生じ，横力の発生がみられる流れ．
（d）円柱を過ぎる流れとよく似た周期的な渦が生じる流
れ．
 過去の研究から，Fig. 2 における物体先端頂角と各迎角
の 関 係 は ， そ れ ぞ れ SV=1.1~1.3c ， AV=2c ，
UV=70~75deg.となる 1)．
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(a) α <α

(c) α

SV≦α

(b) α

SV

<α

SV≦α

(d) α ≧α

UV

<α

AV

UV

Fig. 2 Classifications of the flow
around the slender body.1）
3. 解析モデル
3.1. 支配方程式
 支配方程式としては，一様流音速および機体底面直径 D
で無次元化した三次元圧縮性 Navier Stokes 方程式を用いる．
質量保存則，運動量保存則，エネルギー保存則からなり，
以下のように表される．

u


k  0 ，（1）

t
x
k
ui uiuk  p ik uk
1  ik


 S ，（2）
t
xk
Re xk

JAXA-SP-12-010

3.3 プラズマアクチュエータの駆動条件及び配置
 本研究でのアクチュエータの配置を Fig. 3 に示す．本研
究では，機体後胴にアクチュエータを設置し，その周方向
位置は，風上淀み点を原点として ac=±80，±100，±120
の 3 箇所とした.アクチュエータの全長は，後胴部の約
77%をカバーする長さとした．これは，水木らの実験 10)に
合わせるためである．本研究では，+y，-y 側どちらか一方
のアクチュエータを駆動させることで，物体周りの流れ場
を左右非対称に変化させ，横力を制御することを試みる．
アクチュエータの駆動方向は左右いずれも，剥離を抑制す
る方向に体積力が加わるようにしている．
Cross-flow
Uinf

Re 

C p
  u D
u
， Pr 
， M    .（4）

a
k

式（2），（3）で右辺最終項はそれぞれ DBD プラズマア
クチュエータが単位体積当たりに流体に与える力とエネル
ギーを表している．
3.2. プラズマアクチュエータのモデル化
 式（2），（3）におけるアクチュエータの制御効果を表
すソース項は以下の式で与えられる．
S  DC qC Ei ， SE  DC qC k Eki .（5）
qc 及び Ei の空間分布には，Suzen ら 11)のモデルを用いてい
る．Suzen モデルは適切な DC の値に対して信頼性を有する
体積力の分布が得られることが既に示されている．DC は電
磁力に関する無次元数で次のように表される．

DC 

qc ,ref uref L

 u

2




qc ,ref ref

u2

.（6）

本研究においては，アクチュエータが流れ場に与える制御
力を無次元量 Cにより表す．

C 

S ac
.（7）
  u 2 S cylinder

Suzen モデルから得られた体積力分布は 2 次元の分布であ
るため，アクチュエータが設置されている機軸方向に対し
て一様に分布させることで 3 次元の体積力分布とする．ま
た，本研究では，プラズマアクチュエータの体積力の時間
変動は考慮せず，常に一定の体積力が流れ方向（横断流に
対して順方向）に発生するものとして計算を行う．

y

A’
z
A

x

+y side

-y side
Cross-flow

（a）Side view
（b）A-A’ cross   
section(ac=±80deg.)
z

z

y

qk
1
e e  p uk  1 ui ik



S
2
  1Pr ReM  xk E
Re xk
t
xk

.（3）
また，基本的な無次元量である Re，Pr，M∞は以下のよう
に表される．

z



+y side

y

-y side +y side

Cross-flow

-y side
Cross-flow

（c）A-A’ cross section
（d）A-A’ cross section
(ac=±100deg.)
(ac=±120deg.)
Fig. 3 Layout of plasma actuator.
3.4. 計算手法
 本解析では壁面近傍では RANS で計算を行い，その外側
で は LES で 計 算 を 行 う Reynolds averaged Navier Stokes
（RANS）/large-eddy simulation（LES）hybrid 手法を用いた．
これは壁面付近で流れ方向に比較的粗い格子を用いると，
壁に近づくにつれて乱流の積分長さと比べ格子幅が長くな
り、乱れのスペクトルの大部分がサブグリッドスケールに
入ってしまい精度が落ちるので，そのような領域では従来
の RANS を用いるのがふさわしいという考え方に基づいて
いる．RANS の乱流モデルとしては付着流れにおいて信頼
性が高く，安定性に優れている Baldwin-Lomax モデルを用
いた．LES のサブグリッドスケールモデルとしては乱流の
フィルターが担うと考え，陽的なモデルを用いない Implicit
LES を用いた 12)．また，LES と RANS の切り替えは乱流境
界層の外側になるように設定した．
 対流項及び粘性項の離散化には 6 次精度の Compact 差分
法を用いた．また，数値振動を抑えるために 6 次精度 3 重
対角フィルターを使用した 13, 14)．時間差分法には 2 次精度
3 点 後 退 差 分 を Alternating Direction Implicit Gauss-Seidel
（ADI-SGS）陰解法 15,16)により，内部反復を 3 回行った．
ADI-SGS は Four-Factored Symmetric Gauss –Seidel （ FFSGS）17)と同様に、Lower-Upper Alternating Direction Implicit
（ LU-ADI ） と Lower-Upper Symmetric Gauss-Seidel （ LUSGS）の両方の要素を取り入れた陰解法である．時間刻み
はt=0.005 とし 10 万時間ステップの計算を行った．
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4. 計算条件及び計算格子
 本研究では，水木らの実験 10)と比較するために機体形状
や計算条件を彼らの実験条件に合わせた．
4. 1. 計算条件
 機体底面直径基準のレイノルズ数は Re=3.0×104，一様流
マッハ数は M∞=0.3，プラントル数は Pr=0.72 とした．上述
したように，レイノルズ数とプラントル数は水木らの実験
条件 10)に合わせてあるが，マッハ数は水木らの実験 10)に比
べわずかに高い．しかしながら，このマッハ数では圧縮性
の効果が十分小さいと期待でき，計算で得られる結果と実
験結果との比較において妥当性は失われない．
4.2. 計算対象（機体形状）
 計算形状は，Cone 形状と Cylinder 形状（長さ比 1：1）
を組み合わせた Cone-Cylinder 形状である．寸法と形状は
Table 1，Fig. 4 に示す．ここで，計算格子は機体の底面直
径 D で無次元化した長さを用いて作成した．
Lcone

Lcylinder

RN
θ

D

cone

L

Fig. 4 Computational model.

0.072

RN [m]

0.0028

cone [deg.]

-2

9

-3

4.3. 計算格子
 計算格子は，機体底面の中心を原点として，j（ ）方向
を機体先端から底面に向かう方向，k（）方向を機体円周
方向，l（）方向を機体面から離れていく方向として，OO トポロジーの構造格子とした．作成した計算格子を
Fig. 5 に示す．格子点数は 219 点（j 方向），186 点（k 方
向），101 点（l 方向） の計 411 万点とした．また，計算格
子は全体の流れ場を解くための格子 Zone 1 とアクチュエー
タからの擾乱を解くための格子 Zone 2，Zone 3 からなり，
重合格子法を用いている．各格子間の物理量のやり取りに
は 2 次内挿を用いている．一般に，層流境界層における壁
面近傍の最小格子幅は0.08
 / Re 程度とる必要がある．本
研究では，Re=3.0×104 であるため，機体直径によって無次
元化した長さで 1.5×10-4 とした．
y

Zone1
x

Zone2
k

y

30

35

40

45
50
迎角[deg]

55

60

Fig. 7 Side force coefficient v.s. angle of attack.

 （a）=30deg

（b）=40deg

z

j
Zone3

l
（a）

0

-1

0.211

D [m]

z

5. 大迎角剥離流れ場の特性
 本章では大迎角飛行する細長物体の流れ場の特性につい
て述べるために，アクチュエータを駆動していない状態で
の計算結果をまず示す．迎角と横力の関係を Fig. 7 に，各
迎角での流れ場の 3 次元可視化結果（表面圧力
（0.94~1.06）及び x 軸方向渦度（-5.0~5.0））を Fig. 8 に，
軸方向局所横力係数の軸方向分布を Fig. 9 に示す．

横力係数 CY[-]

0.21

Lcylinder [m]

Fig. 6 bump at the body apex.

1

Table.1 Scale of the computational model.
L [m]
0.421
Lcone [m]

擾乱源（bump）を取り付ける必要があることが知られてい
る．この bump は，実験や実飛行における機体の工作精度，
主流乱れなどのような非対称剥離渦の発達の原因となる擾
乱を代表するものとして機体先端に設置している．稲葉ら
の研究 20)により，この bump を設置することで，実験で観
測されているような大迎角流れ場をよく再現できることが
示されている．そこで，本研究でも，Fig. 6 に示すような
bump を模型先端に設ける．

（b）

Fig. 5 LES/RANS Hybrid computational grid.
4.4. 幾何学的な擾乱（bump）
 過去の研究 18, 19)において，非対称剥離渦を数値シミュレ
ーションで再現するためには，機体先端付近に幾何学的な

（c）=45deg
（d）=55deg
Fig. 8 Surface pressure distribution and x-directional vorticity in
time averaged flow field at various angles of attack.
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+y側
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迎角30deg.
迎角40deg.
迎角45deg.
迎角55deg.

局所横力係数 Cy sectional [-]
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-y側
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アクチュエータ設置位置
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-90
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135
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Fig. 11 Circumferential Cp distributions at x/D=4.5.
周方向圧力分布図から，剥離位置は迎角，物体の左右，
軸方向位置によって異なることがわかる．
 次に，アクチュエータの+y 側，-y 側それぞれにおける周
方向剥離位置と迎角の関係を Fig. 12 に示す．この剥離位置
には軸方向位置 x/D=3.0，4.5，5.5 での平均値を用いている．
また，本研究におけるアクチュエータの周方向設置位置を
点線で示しておく．

80

90

6. アクチュエータによる流れ場及び空力特性への影響
 本章では，アクチュエータの効果を組み込んだ計算結果
について議論する．いずれの結果もアクチュエータの体積
力は C=0.064 である．
6.1. アクチュエータの設置位置による制御効果への影響
 迎角とアクチュエータ駆動による横力の変化量の関係に
ついて示す．アクチュエータの+y 側駆動の結果を Fig. 13
に，-y 側駆動の結果を Fig. 14 に示す．
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2

θac=80deg.
θac=100deg.
θac=120deg.

30

40

50

60
70
迎角 [deg]

80

90

Fig. 13 Change in side force coefficient v.s. angle of attack at
+y side.

横力係数変化量ΔCY [-]

圧力係数 Cp[-]

迎角40deg

60
70
迎角 [deg]

 Fig. 12 より，剥離位置とアクチュエータの設置位置の関
係は，迎角や物体の左右によって変化することがわかる．
本研究では，剥離位置とアクチュエータの設置位置の変化
に特に着目し，アクチュエータの制御効果について調べる．

Fig. 10 Circumferential Cp distributions at x/D=3.0.
1.2
0.8
0.4
0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2
-180 -135

50

横力係数変化量ΔCY [-]

迎角40deg
迎角55deg

圧力係数 Cp[-]

1.2
0.8
0.4
0
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2
-180 -135

40

Fig. 12 Separation point v.s. angle of attack.

Fig. 9 Sectional side force coefficient distributions.
Fig. 8 より，迎角が大きくなるにつれて，渦の非対称性
が強くなっていることがわかる．迎角 40°以上の大迎角に
おいては，渦糸が軸方向下流に流されてゆく途中で機体表
面から剥がれ，Fig. 8 の赤い矢印で示すように，剥がれた
箇所から 3 本目の渦糸が現れることが見て取れる．3 本目
の渦糸が発生する位置は，迎角が大きくなるにつれて，物
体先端に近づく．この 3 本目の渦糸が発生した位置より後
方では，局所横力係数の正負が反転する（Fig. 9 参照）．
この現象のため，Fig. 7 のように迎角と横力係数の関係は
非線形となる．
 次に，周方向圧力分布を用いて迎角 40，55deg. における
剥離位置について示す．先端からの距離 x/D=3.0，及び
x/D=4.5 における，周方向圧力係数分布を Fig. 10，11 に示
す．点線は剥離位置を示している．なお，周方向圧力分布
は風上よどみ点を原点とし，+y 側を負の角度，-y 側を正の
角度としている．

30

0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8

θac=80deg.
θac=100deg.
θac=120deg.
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40

50

60
70
迎角 [deg]

80

90

Fig. 14 Change in side force coefficient v.s. angle of attack at
-y side.
結果より，+y 側でアクチュエータを駆動すると横力は増
加し，-y 側でアクチュエータを駆動すると横力は減少する
ことがわかる．ここで，+y 側，-y 側ともに，ac=120deg.で
は横力がほとんど変化していない．これは，アクチュエー
タの設置位置が風上淀み点から下流すぎるため，すなわち
駆動位置が剥離位置よりも下流すぎるためだと考えられる．
その他のアクチュエータ位置に関しては，-y 側では迎角が
増加するにつれて横力の変化量が増加する一様な傾向がみ
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6.2. 迎角 45deg.における制御効果
迎角 45deg.における+y 側駆動の場合の軸方向局所横力係
数分布の結果を Fig. 17 に，x/D=4.5，5.5 における周方向圧
力分布を Fig. 18，Fig. 19 に示す．周方向圧力分布の点線は
剥離位置を示している．また，アクチュエータ駆動による
剥離位置の変化量をで示している．
4
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Fig. 17 Sectional side force coefficient distributions at =45deg,
+y side.
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Fig. 20 Sectional side force coefficient distributions at =45deg,
-y side.
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軸方向局所横力係数分布の結果より，軸方向位置が
x/D=5.0 より前方ではアクチュエータ位置 100deg の方が
80deg よりも横力の変化量が大きいが，それ以降ではその
大小は逆転していることがわかる．一方， 周方向圧力分布
の結果より，軸方向位置が x/D=5.0 より前方であるか，後
方であるかによらずアクチュエータ位置 100deg の方が
80deg よりも剥離を遅らせることができている．このこと
から+y 側駆動での制御メカニズムは剥離の抑制だけでなく，
渦の位置が変わることも影響していると推測される．
次に，-y 側駆動の軸方向局所横力係数分布の結果を
Fig. 20 に，x/D=4.5，5.5 における周方向圧力分布を Fig. 21，
Fig. 22 に示す．
局所横力係数 CY sectional [-]

横力係数変化量 |ΔCY| [-]

θac=80deg.
θac=100deg.
θac=120deg.

-y 側については，アクチュエータの設置位置が剥離位置
に近くなるほど，横力変化量が大きくなっている．この傾
向は，剥離位置に対してアクチュエータの設置位置が上流
であるか下流であるかは関係ない．これはアクチュエータ
の誘起流によるコアンダ効果が剥離制御メカニズムである
ことを示唆していると考えられる．一方，+y 側の結果につ
いては，-y 側でみられている一様な傾向はみられていない．

局所横力係数 CY sectional [-]

-0.4

Fig. 19 Circumferential Cp distributions at x/D =5.5, =45deg,
+y side.

Fig. 16 Variation of side force coefficient v.s. angle distance
between original separation point and actuator location at -y side.

-6

DBD-OFF
θac=80deg
θac=100deg

=14deg

Fig. 18 Circumferential Cp distributions at x/D =4.5, =45deg,
+y side.

Fig. 15 Variation of side force coefficient v.s. angle distance
between original separation point and actuator location at +y side.
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られているのに対して，+y 側では大迎角において渦糸が機
体表面から剥がれ，Fig. 8 に赤い矢印で示したように，3 本
目の渦糸が発生している．この複雑な剥離の影響により，
迎角と横力の変化量の間に単純でない関係が現れていると
考えられる．
次に，剥離位置とアクチュエータ間の距離が横力変化に
与える影響について議論する．+y 側の結果を Fig. 15 に，-y
側の結果を Fig. 16 に示す．ここで，横軸正はアクチュエー
タの設置位置が剥離位置よりも上流であること，負は下流
であることを意味している．
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Fig. 21 Circumferential Cp distributions at x/D =4.5, =45deg,
-y side.
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Fig. 22 Circumferential Cp distributions at x/D =5.5, =45deg,
-y side.
軸方向局所横力係数分布の結果より，いずれの軸方向位
置においても横力の変化量はアクチュエータ位置 100deg の
方が 80deg よりも大きいことがわかる．周方向圧力分布の
結果より，+y 側と同様いずれの軸方向位置においてもアク
チュエータ位置 100deg の方が 80deg よりも剥離を遅らせる
ことができている．以上のように，-y 側駆動の場合につい
ては，剥離位置の変化量と横力変化量の間に明確な相関が
あることがわかる．
7. 結論
 細長物体後胴に設置したプラズマアクチュエータの周方
向の駆動位置と元の剥離位置の関係が横力制御に及ぼす影
響について調査することを目的として，数値解析を 3 次元
RANS/LES Hybrid 手法を用いて行った結果，以下の知見が
得られた．
アクチュエータの周方向位置が風上方向の淀み点から離
れすぎると（アクチュエータの設置位置が剥離位置より離
れすぎると），アクチュエータでの横力の制御はほとんど
見られない．-y 側（渦糸が機体表面から剥がれない側）で
の制御メカニズムは剥離位置の制御であると考えられ，駆
動位置が剥離位置に近い方が制御効果は高い．一方で，+y
側（渦糸が機体表面から剥がれる側）での制御メカニズム
は剥離の抑制だけではないと推測される ．剥離位置より下
流での駆動でも横力の制御が行え，これはアクチュエータ
の誘起流によるコアンダ効果によるものだと考えられる．
8. 今後の予定
 今後，アクチュエータの設置の仕方を変更して，計算を
行い，細長物体の流れの制御に適したアクチュエータの設
置方法を検討する．
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放電・混合型炭酸ガス超音速流レーザーに関する研究
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Experimental Study on Electric Discharge Type
CO2 Downstream Mixing Supersonic Laser
by
Yoshiya ITAKURA and Kanako KAWASHIMA (Chiba University, Faculty of Education)
Kazuo MAENO (Chiba University, Graduate School of Engineering)
ABSTRACT
Development of high power laser is a technical subject on the realization of laser propulsion. Particularly, CO2 laser is an important
candidate for power source. In the present paper, using the RF pre-discharge technique for electric discharge type CO2 mixing supersonic
flow laser, the glow discharge power in N2 supersonic flow has been measured in the N2 reservoir pressure range from 0.0063 to 0.0663
MPa (absolute pressure). The effect of preliminary electron seeding on the discharge power has been demonstrated. Due to this effect, the
maximum main-discharge power is increased to 1.9kW. Furthermore the dependence of small-signal gain coefficient on CO2 reservoir
pressure is measured and positive small-signal gain coefficient is obtained. The possibility of this CO2 mixing supersonic flow laser is
assured.

主な記号
f : Frequency, Hz
G0 : Small-signal gain coefficient, 1/m
I : Laser intensity, W
Id : Discharge current, A
L : Width of laser cavity, m
PNS : N2 Reservoir pressure (absolute pressure), Pa
PCS : CO2 Reservoir pressure (absolute pressure), Pa
RB : Ballast resistance, Ω
T : Temperature, K
Vd : Discharge voltage, V
Wd : Discharge power, W
ρ : Voltage reflection coefficient
B

１．緒論
航空宇宙工学分野へのレーザー技術の応用として，超音
速飛行体前方に照射した繰返しレーザーパルスにより誘起
されるプラズマと衝撃波の干渉による抵抗低減 1) や，次世
代低コスト打ち上げシステムとして期待されるレーザー推
進2） が挙げられる．その実現へ向けては数々の技術的課題
があるが，その一つとして，平均パワーが数百kWクラスの
高出力かつ高効率レーザーの開発がある．
高出力・高効率レーザーに対応するものとして，大気中
で気体分子による吸収が少ない赤外域（8～14µm）に発振
波長を有するCO2レーザーの使用が有望視されている．CO2
レーザーはエネルギ変換効率が高く（量子効率 40%），気
体レーザーの一種であることにより流量増加である程度ま
では比較的容易に出力を増大させることができ，現在，百
kWクラスであれば構築可能であるが，さらなる大出力化に
はCO2の励起方法から見直す必要がある．現在，CO2レーザ
ーを含めた大出力気体レーザーの励起方法としてはガスダ
イナミック型3), 4)と放電励起型5)に大別することができる．
ガスダイナミック型は高温・高圧状態の気体を超音速ノズ
ルで急激に断熱膨張させることにより，分子振動緩和時間
の差により媒質に数密度反転分布を形成させ，レーザー出
力を得ようとするものである．放電励起型は主としてグロ
ー放電により，媒質中の上位エネルギ準位を励起するもの
であり，グロー放電中での電子‐分子衝突による振動励起
確率が高く，発振効率も高い．CO2 レーザーの場合，どち

らの励起形式においてもレーザー媒質となる気体を予め混
合（予混合型）して利用するより，振動励起されたN2ガス
とCO2 を混合させる方がレーザー発振のための振動エネル
ギを有効に利用することができる．放電混合型のレーザー
に関する研究としては，亜音速流中でのグロー放電を用い
た報告6), 7)は数例存在するが，超音速流中でのグロー放電を
N2の振動励起に利用した研究は非常に少ない．
これらの背景を踏まえ，筆者らはグロー放電により振動
励起されたN2 とCO2を超音速流状態で混合させ，高出力レ
ーザー発振を実現する装置を設計し開発を進めてきた．こ
れまでの研究経過 8) では，N2 超音速流の始動を確認し，直
流グロー放電を確立した．また，放電電力の増大及び不安
定性（アーク放電への移行）の改善を目的に，高周波グロ
ー放電による予備放電を付加し装置の改良を行ってきた．
その成果として，予備放電の付加によりN2超音速流中で安
定に直流グローによる主放電が確立できることを確認し，
その放電特性を解明した．本報告では，予備放電部に更な
る改良を加え，N2の振動励起を高効率で実現する放電部に
改修するとともに，生成された励起状態のN2とCO2 を超音
速状態で混合させ，光子の増幅作用を有するレーザー媒質
となり得るかを微小信号利得係数の測定により検証した．
２．実験の概要
2.1 放電混合型CO2超音速流レーザーの概要
CO2 レーザーでは分子内の振動エネルギに数密度反転分
布を形成させ，振動エネルギ準位間の遷移によりレーザー
光を発振させるものである．CO2は線形 3 原子分子であり，
その基本振動モードは対称伸縮モードν1 ，屈曲モード（2
重に縮退）ν2，非対称伸縮モードν3の 3 モードが存在する．
また，CO2 へのエネルギ供給体（ポンピング剤）となるN2
は 2 原子分子であり，軸対称伸縮モードνNのみを有してお
り，これらの振動エネルギ準位は図 1 のように量子化され
た階段状のエネルギ準位を持つ．CO2 レーザーの主発振波
長である 10.6μmはCO2の(001)と(100)間の遷移により放射さ
れる光子である．他の準位間の放射遷移としては(001)と
(020)および(010)と(020)間が知られており，9.6μmのレーザ
ー発振が可能であるが，主発振波長 10.6μmに比べるとその
強度は非常に弱く 1/10 以下である．
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高出力かつ高効率発振に向けて研究を進めている放電・
混合型CO2超音速流レーザーの概略を図 2 に示す．本装置
では，N2超音速流中で直流グロー放電を形成することによ
り振動励起されたN2分子を生成し，別ノズルにより生成し
たCO2 超音速流と混合させることにより，N2 (νN=1)とCO2
(001)準位間で共鳴衝突遷移によるエネルギ移乗を行い，
CO2 の上位準位であるν3 振動モードの数密度を選択的に増
加させ，CO2 (100)準位間に数密度反転を形成させるもので
ある．本形式のレーザーにおいては，以下に示すような特
徴を有する．

B)

Table 1 Configurations of supersonic nozzle.
N2
CO2
Exit area, mm2
7.48
19.61
Throat area, mm2
1.76
3.14
Expansion ratio
4.25
6.25
Nozzle shape
Conical nozzle
Mach number
3.0
3.4

装置全体を常温に設定でき，特殊な材料等を使用する
必要がない．
気体を超音速ノズルで急激に断熱膨張させるので並進
温度を低く保持でき，下位準位のエネルギを失活させ
るのに有効である．
Pre-discharge section
Main-discharge section
N2
Reservoir

Si Reflecting mirror
N2

N2 Nozzle

Cathode
CO2
Reservoir

Anode
CO2
CO2 Nozzle

超音速流中でのグロー放電は，気体が放電部を通過す
る時間が非常に短く，熱的不安定性が生じにくい．
グロー放電中では電子衝突によるN2分子の振動励起確
率が高く，電子エネルギ（放電電力に比例）からN2の
振動エネルギへの変換効率が高い．
振動励起されたN2分子とCO2分子を混合し衝突させ，
共鳴衝突遷移によりCO2分子を振動励起させるため，
上位準位(001)を選択的に励起でき，下位準位(100)を
同時に励起することがない．
前記 B 及び E の特徴により，失活体である He 等の添
加が必要ない．

ノズル形状 9) の決定に際しては，放電が形成されるノズ
ル出口で，正規グロー放電を維持できる圧力（数十torr）程
度となるように設計した．また，本装置はN2及びCO2 の超
音速流を生成し混合させる方式を採用しており，混合距離
を短縮するために， N2ノズル出口を中心にその周囲 10mm
角の四隅にCO2 小径ノズル出口を配置した．実際の装置で
は，19.2mm間隔で水平に並べた 4 本のN2ノズル出口周囲に，
10 本のCO2ノズル出口を配置した．表 1 に実験で使用した
超音速ノズルの主要諸元を示す．実際の超音速流路及び放
電部の位置関係を図 3 の写真に示す．ノズルを出たN2超音
速流は青矢印方向へ進み，4 本のパイレックスガラス製予
備放電部及び主放電部を経て，分子振動励起された状態で
レーザーキャビティへと導かれCO2と混合する．

Fig. 1 Vibrational energy levels of CO2-N2 system.
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Fig. 2 Schematic diagram of the electric discharge type CO2 downstream mixing supersonic flow laser.
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Fig. 3 Pre and main discharge section arrangement for electric discharge type CO2 downstream mixing supersonic flow laser.
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2.2 放電部の構造
放電部はN2分子を直流グロー放電で振動励起する主放電
部と，その上流側に位置する高周波グロー放電による予備
放電部から構成される．その構造を図 4 に示す．
2.2.1 主放電部
N2 超音速流は予備放電部出口から半頂角 5 度，長さ
10mmの膨張部を経て，主放電部陰極に導かれる．4 本の主
放電管は内径 8mm，長さ 100mmのパイレックスガラス管
で製作されており，その両端には内径 8mmと長さ 15mmの
BS製（真鍮）陰極とCO2貯気槽およびスクリーンノズルと
が一体構造になったBS製ブロック型陽極が配置される．
CO2 貯気槽と陽極を一体構造にしたのは，直流放電により
高温となる陽極を冷却させる効果をもたせるためである．
また，主放電部への電力供給には最大容量 10kV，1.2Aの直
流高電圧電源（日本測器）を使用した．なお，直流グロー
放電は負抵抗特性を持つため，放電電極と電源の間に 4 本

の安定抵抗（耐電力 500W）を直列に接続してある．その
抵抗値は 10kΩ及び 20kΩのものを用意した．
また，主放電管への印加電圧及び放電電流の計測には，
高電圧受動型プローブ（Pintek, HVP-15HF）及び接地側回
路に電磁的に結合した電流プローブ（Fluke, i30s）を使用し，
データロガー（Pico, ADC-20）により記録した．
2.2.2 予備放電部
予備放電部は主放電部に初期電子を供給することを目的
に，N2超音速ノズル出口と主放電部との間に設置される．
予備放電部では，ノズル出口と主放電陰極を結ぶ内径 6mm，
長さ 60mmのパイレックスガラス管流路外側にBS製リング
電極を取り付け，高周波電圧を印加することにより高周波
グロー放電を行った．容量性結合を採用することにより，
流路内に流れを乱す電極を設置する必要がなくなり，超音
速流中で安定したプラズマを生成することが可能となる．
高周波電源としてはENI Power Systems Inc.製HPG-2 型（発
振周波数：125～375kHz，最大出力：150W）を使用した．

20 mm
8 mm

Supersonic
nozzle

100 mm

Cathode (BS)

12 mm

10 mm

159

Anode (BS)

Borosilicate glass

RF electrode (BS)
Ballast resistance
RF power
supply

DC HV
power supply

RB

HV probe

Data
logger

Current probe

Fig. 4 Schematic diagram of the electric discharge type CO2 mixing supersonic flow laser.
2.3 微小信号利得係数の測定
振動励起されたCO2の(001)と(100)準位間に反転分が形成
されていれば，光子の増幅作用が現れる．その増幅作用の
指標である微小信号利得係数4)測定装置の概略を図 5 示す．
測定には，小型CO2レーザー（自作，最大出力 40W）のビ
ーム光を赤外領域（12µm）まで良好な透過性を有するフッ
化カルシウム窓を通して測定部に入射させ，レーザー媒質
流れ無し時と流入時のレーザー光強度変動をサーモパイル
型検出器（OPHIR, 30A-SH-V1）及びパワーメータ（OPHIR,
NOVA）で計測した．

CO2 CW-Laser (10.6µm)
I

Supersonic
flow
N2+CO2

Detector
I+dI

３．結果及び考察
3.1 主放電特性
図 6 は，放電電圧 1kVにおける，主放電部の写真である．
黄赤色10)をしたN2陽光柱を確認することができる．

Main-discharge
section

N2 Supersonic flow

CaF2 Window
L

Power meter

Fig. 5 Schematic of instrumentation for the measurement of
small-signal gain coefficient.
上記計測系で得られたレーザー光強度の変化から微小信
号利得係数を算出する際には，式(1)を使用した．なお，本
装置での流路幅 L は 84mm である．

G0 =

1 I + dI
ln
L
I

(1)

Fig. 6 Positive column of main-discharge.
図 7 に主放電管長 100mm，安定抵抗 10kΩにおける，N2
貯気槽圧（絶対圧）を変化させたときの，主放電の放電電
流Idに対する放電電圧Vd （放電管印加電圧）及び放電電力
Wd （主放電部消費電力）の関係を示す．放電電流 0.4A以
上で，放電電圧は 1kV前後で電流によらずほぼ一定値を示
しており，正規グロー放電が形成されていることが確認で
きる，しかし，0.4A以下の低電流域では，貯気槽圧が高く
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Fig. 7 Discharge voltage and power characteristics (RB=10kΩ).
B

そこで，安定抵抗を 20kΩに交換して得られた結果が図 8
である．抵抗値を変えることにより，実験可能な範囲は最
小 電 流 約 0.01A ， 最 大 電 流 約 1.1A ， 最 大 貯 気 槽 圧 は
0.0263Mpa まで拡大することが可能になった．本実験装置
で使用している高電圧電源は 10kV，1.2A と大容量であり，
安定抵抗は 20kΩの方が適切な抵抗値であると言える．
前述したように，貯気槽圧が上昇すると放電電流の減少
に対し放電電圧が上昇する前期グロー的特性が出現するこ
とになり，図 8 においても，その特性が顕著に現れている．
貯気槽圧の上昇は放電部の圧力上昇（数密度上昇）をもた
らし，低電流領域では電極での放電面積が放電管内全体に
広がっていないため，放電管半径方向の電子拡散損失が無
視できないからだと考えられる．
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Fig. 8 Discharge voltage and power characteristics (RB=20kΩ).

1+ ρ
1− ρ

(2)

図 9 にN2各貯気槽圧における，SWRの周波数依存性を示
す．SWRは周波数の変化に対し極小点を取り，その整合周
波数は貯気槽圧の上昇とともに高い周波数側にシフトして
いくことが確認できる．これは，容量結合による高周波放
電で生成されるプラズマをモデル化した等価回路は，コイ
ル，キャパシタ及び抵抗による一種の共振回路を形成して
おり，貯気槽圧が変化することにより予備放電部の静圧も
変化し誘電率も変化するため，このような周波数特性が現
れと考えられる．
3

2.5

2
Reservoir pressure, P

N

1.5

1
250

1.4
Discharge power, Wd (kW)

Discharge voltage, Vd (kV)

3.2 高周波予備放電特性
本実験装置では，主放電部における投入電力の増大及び
不安定性（アーク放電への移行）改善を目的に高周波グロ
ー放電による予備放電を付加し，装置の改良を行っている．
しかし，高周波グロー放電を装置の特性改善に有効に作用
させるためには，高周波電源と放電部間のインピーダンス
整合をとらなくてはならない．インピーダンスに不整合が
あると，給電線を伝送されてきた高周波電圧（進行波）が
不連続部分で反射し，逆向きに進行する電圧（反射波）が
発生することになり，無効な電力が増加するばかりでなく，
電源装置自体を破壊してしまう恐れがある．そこで，予備
放電部の周波数特性を電圧反射係数ρ（電力反射係数の平
方根）により式(2)で定義される，定在波比 SWR(Standing
Wave Ratio)により評価し，最適な高周波放電の運転条件を
明らかにした．

1.6

1.6

0

安定抵抗値を変えると高い貯気槽圧での主放電が可能に
なり，放電電圧－電流特性は変化するが，電流の増加とと
もに放電電圧は約 1kV に漸近しており，放電部に投入でき
る最大電力は安定抵抗 10kΩのときと同じ約 1kW であった．

Standing wave ratio, SWR

なると電流の減少に対し電圧はわずかに上昇する傾向を示
しており，前期グロー的特性が現れている．
貯気槽圧の変化に対して，放電電圧に大きな変化は無く，
約 1kVで推移していることから，放電電力は電流に対して
直線的に変化することになる．放電電力は高圧電源の安全
装置が作動するまで投入可能であるが，部分的にアーク放
電に移行することもあり，安定抵抗 10kΩでの最大電流は
約 1Aが限界であった．そのため，主放電部に投入できる
最大電力は約 1kWとなるが，この最大電力は電極の状態及
び加工精度によるところも大きいと思われる．また，安定
抵抗が 10kΩの場合，実験可能な最小放電電流は約 0.3A，
主放電が自続可能なN2の最大貯気槽圧は 0.0163MPaであり，
必ずしも適切な安定抵抗値ではないと思われる．

JAXA-SP-12-010

S

(MPa)

0.0513
0.0613
0.0813
0.0913

275

300
325
Frequency, f (kHz)

350

Fig. 9 Frequency dependence of standing wave ratio.
図 10 は予備放電部に高周波電力 50Wを投入し，N2貯気
槽圧を変化させたときの整合周波数（SWRが極小となる周
波数）であり，パラメータは安定抵抗値である．貯気槽圧
に対し周波数はほぼ直線的に変化しており，図中に示す近
似式を得ることができた．任意の貯気槽状態で装置を運転
するときは，この近似式により高周波放電の最適周波数を
得ることが可能となる．なお，安定抵抗値により整合周波
数－貯気槽圧関係が一致しないのは，高周波放電の管内電
極は安定抵抗を通して接地されており，安定抵抗には電力
型巻線抵抗器を使用しているため，抵抗値が変わると誘導
性リアクタンスも変化するからである．

B
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気槽圧が高くなるほど，その傾向は強くなり，放電電圧も
最大で約 2.9kV まで上昇している．

R =20kΩ

0.0113
0.0313
0.0513
0.0663

2

1

Reservoir pressure, PNS (MPa)

Fig. 10 Dependence of matching frequency on reservoir pressure.
3.3 主放電特性（予備放電付加）
図 11 は，予備放電電力 50W，主放電電圧 1kVにおける，
予備及び主放電部の写真である．主放電部の陽光柱は，図
6 と同じく黄赤色の発光をしているが，予備放電部ではN2
の負グローである青色10)の発光を確認することができる．
高周波によるグロー放電では極性が周期的に変化するため，
陽光柱と負グローの発光が重なって見えることになる．ま
た，これらの発光形態は放電部の圧力に影響を受け，放電
部の圧力が 1~10-1Paでは負グローの発光のみが発現するか
らである．
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0.8
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Fig. 12 Discharge voltage characteristics (RB=20kΩ).
B

図 13 は主放電の放電電流に対する放電電力の関係を示し
たものである．前述したように，N2貯気槽圧の上昇ととも
に，放電電圧は一定とならず，放電電流の上昇に対し放電
電圧は低下することになる．その結果，放電電流と電力の
関係は直線とはならないが，放電電流の増加は放電電力の
増加をもたらすことに変わりは無い．予備放電付加時の最
大放電電力は約 1.9kWであり，主放電のみの 1kWと比較す
ると，約 90%の増大効果を得ることができた．
2
Reservoir pressure, P

S

Main-discharge
section

N2 Supersonic flow

Pre-discharge
section

Fig. 11 Positive column of main-discharge and
negative glow of pre-discharge.
図 12 は安定抵抗 20kΩ，高周波電力 50W を予備放電に投
入した際の，主放電の放電電流に対する放電電圧の関係を
示したものである．予備放電を付加することにより，主放
電のみでは不可能だった貯気槽圧 0.0663MPa でも放電を自
続させることが可能となった．これは，主放電部への超音
速流中に初期電子をシーディングすることにより，電子生
成及び消滅速度を支配するパラメータ E/N（電界と気体粒
子の数密度の比）が変化し，放電開始条件が緩くなったた
めである．
貯気槽圧の増大は高マッハ数での実験を可能にし，装置
全体の性能を向上することができると考えられる．貯気槽
圧 0.0113Mpa では，放電電圧は電流によらず約 1kV で一定
値を示しており，正規グローが形成されているのがわかる．
しかし，貯気槽圧が上昇すると，放電電流の増加とともに
放電電圧が減少するようになり前期グロー的特性を示すよ
うになるが，その理由は前述したとおりである．また，貯
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Fig. 13 Discharge power characteristics (RB=20kΩ).
B

3.4 微小信号利得特性
これまでの主及び予備放電特性を踏まえ，主放電管長
100mm，安定抵抗 20kΩ，N2貯気槽圧 0.0213MPa ，予備放
電投入高周波電力 50W，主放電投入電力約 0.5kWなる運転
条件で，CO2ノズル出口から下流 260mmの位置で微小信号
利得係数を測定した結果が図 14 である． CO2 貯気槽圧
0.0263MPaでは，CO2側電磁弁を開くと入射したレーザー光
は吸収され，微小信号利得係数は負となり，光子の増幅作
用を有する数密度反転分布は形成されていないことがわか
る．これは，貯気槽圧が低く CO2 超音速流が始動していな
いためレーザーキャビティ部でN2との混合が阻害されると
ともに，レーザー強度の計測地点に到達する以前に，レー
ザー発振を生じるCO2(001)準位が失活しているのが原因で
あると考えられる．しかし，CO2 側貯気槽圧を 0.0513MPa
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まで上昇させると超音速が始動し，微小信号利得係数は約
1.5m-1 となることを確認することができた．本実験装置に
より光子の増幅作用を有するレーザー媒質が生成可能であ
ることを実証することができた．

Small-signal gain coefficient, G0 (1/m)

1.5
1
CO Valve open
2

0.5
0
-0.5

S

Reservoir pressure, P (MPa)

-1
-1.5

JAXA-SP-12-010

J. D. Anderson, Jr., Gasdynamic Lasers: An introduction,
Academic press, 1976.
5) 宅間宏，量子エレクトロニクス入門，培風館，1972．
6) C.O. Brown, A High Power CO2 Electric Discharge Mixing
Laser, UAR-j206, United Aircraft Corp. Research Lab.,
1970.
7) P. Hoffman, Discharge Behavior of a RF Excited High
Power CO2 Laser at Different Excitation Frequencies, Proc.
6th int. Sym. on GCL, SPIE Vol. 650, 1986.
8) 板倉嘉哉，平井愛，放電混合型CO2超音速レーザーに
関する基礎研究（第１報：N2超音速流中でのグロー放
電特性），千葉大学教育学部研究紀要，Vol. 57, 2009.
9) R. Harrop, P. I. F. Bright, et al., The Design and Testing of
Supersonic Nozzles, Aeronautical Research Council
Reports and Memoranda, 1953.
10) 大木正路，放電工学とその応用の基礎，岩波出版サー
ビスセンター，2007.
4)

C

0.0263
0.0513

-4

-2

0

2
4
Time, t (sec)

6

8

Fig. 14 Small-signal gain coefficient measurements
as a function of time (RB=20kΩ, PNS=0.0213MPa).
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４．結言
放電・混合型 CO2 超音速流レーザー実現に向けた基礎研
究として，これまでの予備放電部を改良し，その放電特性
を明らかにした．また，N2 とCO2超音速混合流中での微小
信号利得係数の測定を実施した．本研究の遂行により，以
下なる知見が得られた．
①

②
③

④
⑤

改良した予備放電部リング電極により，これまでより
低い投入電力においても，高い貯気槽圧で高周波グロ
ー放電を自続させることが可能になった．
高周波による予備放電の貯気槽圧に依存した整合周波
数特性を解明し，最適な運転が可能になった．
高周波による予備放電の付加により，N2貯気槽圧を最
大 0.0663MPaまで増大させても，主放電を自続させる
ことが可能になった．
高いN2貯気槽圧は，主放電電力の増大につながり，従
来の 1.9 倍もの電力での主放電が可能になった．
CO2超音速流との混合による微小信号利得係数の測定
では約 1.5m-1なる利得を得ることができ，改良された
本装置により数密度反転分布が形成可能であることを
実証した．

放電・混合型 CO2 超音速流レーザー装置の開発により，
正の微小信号利得を得ることができ，高効率かつ高出力な
レーザー発振の可能性が見出された．しかし，最終目標で
あるレーザー発振の実現に向けては，克服すべき課題が数
多く有る．共振器系の構築，高マッハ数化，予備＋主放電
の最適化…等，更なる装置の改良が必要である．
参考文献
1) Tret’yakov et al., Control of Supersonic Flow around
Bodies by Means of High-Power Recurrent Optical
Breakdown, Physics-Doklady, Vol. 41, No.11 (1996), pp.
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トネーションの生成とレーザー推進への応用，日本航
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3) S. A. Losev, Gasdynamic Laser, Springer-Verlag, 1981.

This document is provided by JAXA

163

第 44 回流体力学講演会 / 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2012 論文集

CFD 解析結果に基づいた
線図によるレーザー支持デトネーション伝播構造の検討
白石裕之（大同大），西村列順（DPT 株式会社）

Graphical analyses of LSD propagation by CFD results
by
Hiroyuki Shiraishi（Daido University）and Nobuyuki Nishimura（DPT Ltd.）
ABSTRACT
Laser-supported Detonation (LSD), one type of Laser-supported Plasma (LSP), is an important phenomenon accompanied by hypersonic
flow because it can generate high pressures and temperatures for performing laser propulsion systems. In this study, graphical analyses
using the thermal-non-equilibrium, one-dimensional numerical results of LSD waves are performed in the perfectly absorbed case, as a
typical LSD propagation. This procedure confirms with the packaged structure of LSD propagation shown in ZND model, which is on type
of a classical one-dimensional structure for a chemical detonation. On the other hand, it also shows the precursor absorption on the shock
front as a characteristic of a LSD wave.
１．はじめに
宇宙レーザー推進システムに関連した物理流体現象とし
て，レーザー支持プラズマ(Laser-Supported Plasma, LSP)の一
形態であるレーザーデトネーション(Laser-Supported
Detonation, LSD)が挙げられる．本物理現象は高効率のレー
ザー吸収が可能な超音速流動現象であり，特にパルス型
（RP 型）のビーム（レーザー，マイクロ波など）による推
進においては最重要と考えられているものである．例えば
米国においては 1980 年代までの RP レーザー推進の研究成
果が纏められている 1) が，現在はその 10 分の 1 から 5 分の
2 スケールでの試験が実施されており 2)，更なるレーザー出
力の増大が望まれている．
レーザー推進システムの研究においては実験による検討
の重要性は言うまでもないが，その一方でビームの波長，
強度などのパラメータに対する自由度の高さから数値的検
討も極めて有用である 3)．
LSD を模式的に説明する場合に著者らを含めて従前から
行われて来た手法とは，化学デトネーションを対象とした
古典的な１次元 ZND (Zel’dovich-von Neumann-Doering) モデ
ルを LSD に当て嵌めたものである 4)．しかしながら，レー
ザーの進行は音速を超えたものである事から LSD には化学
デトネーションの特徴のうちの熱閉塞条件は保証されない ，
あるいは化学デトネーションでは完全反応が前提とされる
一方で LSD では完全吸収が保証されない 5)など，完全には
置き換えられないという点で注意が必要である．
そこで 1 次元 ZND モデルを再考し，LSD 独自の伝播構造
について数値物理流体解析結果を基にして検討する方法に
ついて言及する事とした次第である．
２．化学デトネーションにおける p-v 線図
図１に化学デトネーションの古典１次元モデルである
ZND モデル，図２にそれに対応する p-v 線図を示す．両者
の比較においては，縦軸が圧力という点で共通している事
にも留意されたい．
これらによれば，化学デトネーション構造を通過する前
の状態（状態０）が先行衝撃波を通過する事によって vonNeumann 状態（状態 vn）となり，燃焼による加熱により
Chapman- Jouget（C-J）点，すなわち状態１に落ち着く．

なお，この際の最終加熱量 qfin は化学反応熱によって規定さ
れる量であり，q = qfin の Hugoniot 曲線上に示される．
一方，図３は図１の ZND モデルを LSD に当て嵌めた模
式図 4)である．本研究においては，当該図の妥当性について
評価するために図２に示す様な p-v 線図を作成した上で伝播
構造の検討を行った．まずは作図に先んじて数値流体解析
（CFD）と輻射吸収とをカップリングさせた１次元物理流
体解析 1)を実施する必要が有り，次項においてはその概略に
ついて言及する．

図１

１次元の化学デトネーション（ZND モデル)

q = qfin

図２

化学デトネーションの p-v 状態遷移
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ここで，

図３ ZND モデルに当て嵌めた１次元 LSD
３．物理流体解析模型
図４に解析模型を示す．作動流体は簡単のために希ガス
（アルゴン），被伝播部の状態は簡単のため常温（300K）
としており，図に示す様に強度 I0 で一定のレーザーを右方
から照射させる１次元系を対象としている．

図４

物理流体解析模型

なお，解析においては，吸収現象を起こすために或る程
度の自由電子が存在する状態から開始しなければならない．
これはレーザープラズマの発生実験において金属ターゲッ
トを用いる等で予め電子をシーディングさせる事に相当し
ており，15,000K の熱電子を 1%個数だけ添加した箇所（ホ
ットスポット）を解析領域の中央部に置いた 3)．
初期状態におけるホットスポットの設定には恣意性が残
されるが，先述の添加数および設定領域を前後させても解
析の進行に伴う衝撃波形成を経て LSD が発生する以降の伝
播形態にはその影響を残さない事が確認出来ている．
本解析では中性プラズマを仮定しており，解離・電離に
よって中性重粒子（原子），イオン及び電子から構成され
る電気的に中性なプラズマが生じるものとする．また，温
度系は重粒子温度と電子温度とを区別する２温度モデルを
用い，重粒子速度と電子速度とを区別しない１速度系とし
ている．
なお，アルゴンの電離反応

Ar + e − ↔ Ar + + e − + e −

の前進反応速度定数については，文献 6)および 7)に基づい
ている．
４．支配方程式
本解析における支配方程式は次に示す１次元ナビエスト
ークス方程式である：

ρ
 
 ρu 
U = E 
 
 Ee 
ρ 
 i

 ρu 

 2
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上式において，ρは密度， u は x 方向の速度，Th および
Te はそれぞれ重粒子温度および電子温度，E および Ee はそ
れぞれ全エネルギーおよび電子エネルギー，κtr およびκe
はそれぞれ並進および電子に関する熱伝導係数である．ま
た，下添え字の付いた D は拡散係数，w は反応速度であり，
添え字はそれぞれ Ar , Ar+ , e の３化学種を示している．
なお，s 種の全エンタルピーhs については，Gnoffo ら 8)と
Matsuzaki9)によって得られた熱力学定数に基づいて，温度の
関数として与えられる．差分スキームとしては，HartenYee ，非 MUSCL，修正流束型 TVD スキームを用いている．
生成項の QEE は電子温度と重粒子温度の差に比例するエ
ネルギー緩和項であり 3)，単位体積あたりの逆制動輻射によ
るエネルギー吸収量 QIB は局所輻射強度を I として
QIB = I ( x, t )× (K ea + K ei )

で表される．ここで，電子－中性粒子相互作用に関する吸
収係数 Kea は Johnston 10)，イオン－中性粒子相互作用に関す
る吸収係数 Kei は Kemp ら 11)の方法によっている．
なお，制動輻射によるエネルギー放出において，自由電
子は制動輻射により運動エネルギーを失う事になる．この
際にエネルギー放出量 QB は波長に依存するが，ここでは全
波長で積分した次式で与えている 4)：
QB ＝1.426×10-40 ne ni Te1/2 [W/m3 ]
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輻射の支配方程式については，吸収係数の和を K とすると
次の通りである：
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析結果および Poisson 曲線を含む Hugoniot 曲線である．

５．対象とする LSD 物理流体解析結果
今回は解析手順について言及する事を主眼に置いている．
従って，対象とした LSD は「ほぼ完全吸収，完全電離」の
典型的な例 5)であり，CO2 レーザーの入射強度 I0 =
10MW/cm2，常温（300K）の被伝播部初期圧力を 0.1atm と
した．
図６

Nondimensional Pressure

(a) 圧力分布

1000

500

0
20

30

50
60
40
Position [mm]

70

80

検査体積

当該曲線は，図６に示す様な波面の伝播速度 D[m/s]に乗
った波面座標系において検査面で挟まれた領域に RankineHugoniot 関係式（1 次元の連続方程式，運動方程式，エネル
ギー保存式）を適用し，これらを連立させる事によって得
られるものであり，発熱量を q[J/m3]とすると次の様な形式
になる：
γ
p p
1
1 1
� − 0 � − 𝑞𝑞 = (p − 𝑝𝑝0 ) � + �
γ − 1 ρ ρ0
2
ρ ρ0
なお，添え字の 0 は伝播前の初期値である．また，発熱
量の無い場合は特に Poisson 曲線と呼ばれている．

(b)速度分布

図７
図５

数値解析結果と音速点（Time=7.68μsec）

図５は数値解析結果としての圧力分布および速度分布で
ある．なお，(a)は初期圧力で除して無次元化しており，
(b)の速度分布は局所音速分布および波面座標系における流
体の相対速度分布を載せている．波面座標系での分布を作
成するためには波面伝播速度 D が必要であるが，これも数
値解析結果より走時曲線などを作図して決定するものであ
ある．
本図において，両者の交点が LSD 波面から見た音速点と
なる．なお，横軸位置は解析領域の左端からの位置であり，
9mm から 10mm の領域で開始したホットスポットの影響が
無くなって線図上の値が落ち着くまで解析を実行している．

作図結果（Time=7.68μsec）

図７は，先述の解析結果に基づいて作図した p－v 線図で
ある．前方波面から音速点までにほぼ線型の分布となる箇
所があり，これは図２に示した Rayleigh 線に相当する．こ
こで言う Rayleigh 線とは Rankine-Hugoniot 式における質量
及び運動量保存式から得られる直線であり，単純な検査面
で対処できる１次元流れはこの線上を移動する事が知られ
ている．これは音速点以降の領域では定常保存則を適用出
来る様な検査面を設定出来ない事を示しており，波面に追
随しているのは前方波面から音速点までの領域に限られて
いる事が分かる．
以上の議論により，LSD においても化学デトネーション
と同様に先行波面から音速点までの「パッケージ構造を持
って」伝播している事が確認出来た．

６．作図に使用する曲線と作図結果
圧力(p)－比体積(v)座標上に作図する曲線は物理数値解
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７．LSD における前面の伝播構造
図８は，LSD 前面での伝播形態を知るために p－v 線図と
Poisson 曲線とを比較したものである．

図８

作図結果と Poisson 曲線（Time=7.68μsec）

Poisson 曲線は Hugoniot 曲線において発熱量，すなわち
LSD においてはレーザー加熱量が q = 0 の場合であり，図２
と同様に q の値が正に大きくなるほど図中では右上の位置
を占める様になる．
本図より，LSD においては ZND モデルにおいて Poisson
曲線上に乗る状態，即ち von-Neumann 状態が存在しない．
すなわち前方波面では既にレーザー加熱が開始されており，
ZND モデルでの着火遅れに相当するものは存在しない事が
示された．
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８．まとめ
希ガスを伝播する LSD の伝播特性を、輻射吸収過程を考
慮した数値物理流体解析結果を元に p－v 線図により検討し
た．その結果，
① 本作図による検討結果から，LSD においても化学デト
ネーションにおける ZND モデルと同様に前方波面から
音速点まででパッケージ構造を持って伝播する事が確
認出来た．
② その一方で，LSD の前方波面においては既にレーザー
加熱が開始されている事，すなわち ZND モデルに示さ
れる様な明瞭な先行衝撃波は存在せず，化学デトネー
ションの着火遅れに相当する状態も存在しない事が判
明した．
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移動格子法による低 Re 数用 Propeller 流れの数値解析
南部太介（早稲田大学），橋本敦（宇宙航空研究開発機構），砂田茂（大阪府立大学）, 佐藤哲也（早稲田大学）

Numerical analysis of propeller for low Reynolds number flow by moving mesh
method
by
Taisuke Nambu (Waseda University), Atsushi Hashimoto (JAXA), Shigeru Sunada (Osaka Prefecture University)
Tetsuya Sato (Waseda University)
ABSTRACT
To make an actuator disc model, a propeller for low Reynolds number flow is computed by the moving mesh method. We compare results
by different CFD methods in terms of the turbulence model and time integration method. In the design condition, the results computed by
the unsteady time integration method without the turbulence model agree well with the results computed by Adkins-Liebeck method. An
actuator disc model is created using the force distribution computed by CFD. Velocity distribution of wake computed by the model partially
agrees with one computing propeller's geometry directly. However, some errors are caused by the defects of modeling blade tip vortex and
turbulent viscosity.

１．緒言
近 年 、 災 害 時 の 使 用 を 想 定 し た UAV （ Unmanned
Aerial Vehicle）など、より小型化の進んだ航空機の需要
が高まっている。小型化された航空機の場合、その流れ
場の Re 数は小さくなり、高 Re 数下で飛行する一般の旅
客機とは空力性能面で様々な違いが生じる。これら小型
の航空機の推進器として利用されることの多いプロペラ
もRe = 3.0 × 104 ~3.0 × 105 程度の低 Re 数で使われるこ
とになるが、機体サイズの大きな高 Re 数用のプロペラ
に比べてその性能データが乏しいのが現状である 1-3 。
CFD（Computational Fluid Dynamics）を用いて、このよ
うな低 Re 数のプロペラ機を解析する場合、プロペラの
影響を如何に精度良くモデル化するかが重要となる。プ
ロペラ機の解析手法として実際の流れ場に即しているの
は、プロペラ周りの格子を回転させる手法である 4。た
だし、この場合流れ場が非定常となり、パラメトリック
スタディで機体の空力性能データを取得する場合など、
計算コストが実用的なものではなくなってしまう。また、
計算コード開発の手間も大きくなる。そのため、プロペ
ラ機を解析する場合には、プロペラの流れを平均化して
扱うアクチュエーターディスクモデルが使われることが
多い。
アクチュエーターディスクモデルとして、古典的なプ
ロペラの運動量理論を基にプロペラの位置する境界面、
または格子内部に推力分の圧力上昇を与える手法が一般
的に良く用いられる 5, 6。また、翼素理論を用いて、局所
の状態量からそれぞれの位置に加わる力を求めるという
手法もある 7。しかし、前者の手法では、プロペラ全体
の推力は正しく与えることができても、その分布が分か
らなければ正確なモデル化ができない 6。また後者の手
法も、広範囲にわたる Re 数・迎角での翼型のデータを
必要とするため、任意のプロペラに用いるのは容易では
ない。このように既存のアクチュエーターディスクモデ
ルには精度・実用性という面で未だ十分でない点が多い。
しかし、計算機性能の向上、また格子生成手法の技術の
発達などから、現在、複雑な形状のプロペラを CFD で解
くことが比較的容易に行えるようになってきている。そ
のため、CFD 結果を利用してアクチュエーターディスク
モデルを作成するという手法がモデル化の手間という面
でより簡便であり、今後より実用的になっていく可能性
がある。また CFD では実験値に比べて、推力・トルク分

布など広範囲なデータが得やすいため、精度の面でも既
存のモデル化の手法に比べて改善の余地が大きい。
以上のような背景から、本研究では、UAV など低 Re
数用航空機の CFD 解析に用いることができるアクチュエ
ーターディスクモデルの開発を目指し、低 Re 数用に設
計されたプロペラ単体の CFD 解析を行った。また、CFD
の解析結果から新たなアクチュエーターディスクモデル
を作成した。

図１ 計算対象のプロペラ
２．計算対象
本研究では、高沢らによって設計された低 Re 数用プロ
ペラを計算対象とする 8。本プロペラは翼断面の Re 数が
1.0~2.0 × 105 程度と比較的低 Re 数なものであり、AdkinsLiebeck の理論 9 を基に設計されたものである。風洞試験と
の比較も行われており、Adkins-Liebeck の理論により推定
された性能値と良好な一致を示している。本プロペラの形
状を図１に示す。本解析ではプロペラのブレードだけを扱
い、中心のナセルなどは考慮していない。表１に設計諸元
を示す。
表１プロペラの設計諸元
2
ブレード枚数 𝑏𝑏
1.7 [m]
半径 𝑅𝑅
0.2
翼端部 𝑅𝑅𝑡𝑡 /𝑅𝑅
1.647
設計点の前進率 𝐽𝐽
10 [Hz]
設計点の回転数 𝑛𝑛
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設計点の先進速度 𝑉𝑉
設計点のプロペラ効率 𝜂𝜂
翼型

56 [m/s}
0.846
FX63-137

３．計算手法
本研究では、CFD 解析のソルバーとして JAXA が開発し
た高速流体ソルバーFaSTAR（FAST Aerodynamics Routines）
10
を用いた。また格子生成には自動格子生成ソフト
HexaGrid11 を用いた。この 2 つのソフトは CFD 解析の効
率・速度を向上させるというコンセプトのもと開発された
ソフトであり、計算対象の形状データのみから、手間・計
算負荷の両面で低コストな解析を行うことができるため、
より簡便なモデル化を目指す本研究の趣旨に即している。
本解析では回転するプロペラが計算対象であるため、
FaSTAR に移動格子法と Geometric Conservation Law (GCL)
を適用した。

項目
空間離散化
非粘性流束
勾配計算法
再構築法
制限関数
時間積分法
（定常計算）
時間積分法
（非定常計算）
乱流モデル

ここで𝑛𝑛はセル境界面の法線ベクトル、𝑈𝑈𝑛𝑛 はセル境界に垂
直な速度で、𝑈𝑈𝑔𝑔 は格子の回転によって生じる速度を表わす。
また𝜔𝜔はプロペラの角速度、𝑙𝑙は回転軸からの距離を表わし
ている。粘性流束ベクトルは回転を生じていない場合と同
様である。
格子が移動・変形する場合、一様流の保存を保つため
Geometric Conservation Law (GCL)を満たす必要があ る 。
GCL は以下の式で表わされる。
𝜕𝜕
� 𝑑𝑑𝑑𝑑 − � 𝑈𝑈𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑉𝑉
𝑆𝑆

𝑉𝑉

表２ CFD 解析手法
手法
セル中心有限体積法
HLLEW
Green-Gauss 法
MUSCL 法による空間二次精度
Hishida の手法 12
LU-SGS 法
(Local time stepping)
LU-SGS 法
(Dual time stepping により時間二次精
度)
Menter による
Shear Stress Transport (SST) model

(5)

式(5)はセル体積の変化はセル境界面の移動による変化に等
しくなければいけないという条件を表わしている。GCL を
考慮するため、式(1)は以下の様に変形して離散化を行った。
�

３．１．CFD 解析手法
本解析で用いた CFD 解析手法を表２に示す。
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𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑑𝑑𝑑𝑑 + � 𝑄𝑄 ∙ 𝑈𝑈𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑆𝑆

+ � �𝐹𝐹(𝑄𝑄) −
𝑆𝑆

=0

1
𝐹𝐹 (𝑄𝑄)� 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣

(6)

３．３．計算格子
本解析で用いた計算格子を図２、３に示す。プロペラ表
面における接線方向のセルサイズは最大翼弦長の 1/90 とし
ている。法線方向の第一層セルサイズは乱流モデル有りの
場合は𝑦𝑦 + = 1以下、乱流モデル無しの計算の場合は層流境
界層の 1/50 以下のサイズとしている。外部空間領域は各方
向に直径の 50 倍の大きさを取っており総セル数は約 1650
万セルである。また図３に示すように、後流をより正確に
計算するため、プロペラ後部の格子密度を高めている。

３．２．移動格子法及び GCL
本解析では移動格子法を用いた。本手法では、プロペラ
の回転による格子の移動速度を、セル境界を通過する流束
に加えることで考慮している。Navier-Stokes 方程式は積分
形で以下のように表わされる。
図２ 計算格子
𝜕𝜕
1
� 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 + � �𝐹𝐹(𝑄𝑄) −
𝐹𝐹 (𝑄𝑄)� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0
𝜕𝜕𝜕𝜕 𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑣𝑣
𝑆𝑆

(1)

ここで𝑄𝑄は保存量ベクトル、𝐹𝐹(𝑄𝑄)は非粘性流束、𝐹𝐹𝑣𝑣 (𝑄𝑄)は粘
性流束を表わす。移動格子法では非粘性流束が以下の様に
なる。
𝜌𝜌�𝑈𝑈𝑛𝑛 − 𝑈𝑈𝑔𝑔 �
⎡
⎤
⎢ 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑈𝑈𝑛𝑛 − 𝑈𝑈𝑔𝑔 � + 𝑛𝑛𝑥𝑥 𝑝𝑝 ⎥
⎢
⎥
𝐹𝐹(𝑄𝑄) = ⎢ 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑈𝑈𝑛𝑛 − 𝑈𝑈𝑔𝑔 � + 𝑛𝑛𝑦𝑦 𝑝𝑝 ⎥
⎢ 𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑈𝑈𝑛𝑛 − 𝑈𝑈𝑔𝑔 � + 𝑛𝑛𝑧𝑧 𝑝𝑝 ⎥
⎢
⎥
⎣𝜌𝜌𝜌𝜌�𝑈𝑈𝑛𝑛 − 𝑈𝑈𝑔𝑔 � + 𝑈𝑈𝑔𝑔 𝑝𝑝⎦
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝑈𝑈𝑔𝑔 = 𝑛𝑛𝑥𝑥
+ 𝑛𝑛𝑦𝑦
+𝑛𝑛𝑧𝑧
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
⎡ ⎤
(𝜔𝜔𝜔𝜔)𝑥𝑥
⎢ 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎥
⎢𝜕𝜕𝜕𝜕⎥ = �(𝜔𝜔𝜔𝜔)𝑦𝑦 �
⎢ 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎥
(𝜔𝜔𝜔𝜔)𝑧𝑧
⎢ 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎥
⎣ 𝜕𝜕𝜕𝜕 ⎦

(2)

(3)
図３
(4)

計算格子（プロペラの後部領域

４．Adkins-Liebeck の理論との比較による計算手法の検証
本研究では低 Re 数プロペラを計算するうえで妥当な計
算手法を検証するため、以下に示す 3 種の手法を用いてプ
ロペラの CFD 解析を行い、その結果の比較を行った。
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１．定常計算・乱流モデル有り
２．定常計算・乱流モデル無し
３．非定常計算・乱流モデル無し
本研究では低 Re 数の流れを扱うため、計算における乱
流の扱いが重要となる。プロペラ上で層流から乱流の遷移
が起きると考えられるが、プロペラの場合、その遷移位置
を正確に扱うのは容易ではない。よって、まず遷移は考慮
せず、乱流モデルの有無（全面乱流・乱流モデル無し）に
よる解析結果の検討を行った。また、時間積分法の違いに
よる結果の変化を検証した。本解析では、時間積分法に
LU-SGS 法 を も ち い て い る が 、 定 常 計 算 （ Local time
stepping, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 100）と非定常計算（Dual time
stepping, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 5）の異なる扱いで結果の比較
を行った。非定常計算における時間刻み幅はプロペラ一回
転毎に 500step としている。
以上、3 種の解析結果を Adkins-Liebeck の理論により得
られる理論値と比較し検証を行う。Adkins-Liebeck の理論
は、本解析と同様の Re 数で設計されたプロペラで風洞試
験結果と非常に良好な一致を示しており、信頼性が高い 8。
表３

推力・トルクによる Adkins-Liebeck の理論との比較
推力𝑇𝑇 [N]
トルク𝑄𝑄 [N･m]

定常
乱流モデル有り
定常
乱流モデル無し
非定常
乱流モデル無し
Adkins
Liebeck

123

131

63

81

137

144

136

144

表３に推力𝑇𝑇、トルク𝑄𝑄における解析結果の比較を示す。計
算条件は設計点（表１）としている。表３では「非定常計
算 ・ 乱 流 モ デ ル 無 し 」 に よ る 解 析 結 果 が 最 も AdkinsLiebeck による理論値と一致している。一方で「定常計算・
乱流モデル無し」の結果は、理論値と非常に大きな差が生
じており、推力、トルクともに理論値を大きく下回る結果
となった。また乱流モデルを用いた計算も同様に理論値よ
り小さな推力、トルクの結果となっている。図４に、これ
ら 3 種の解析で得られたプロペラ表面の圧力係数𝐶𝐶𝑝𝑝 分布を
示す。3 種の計算の中で特に「定常計算・乱流モデル無し」
の計算に大きな違いが見られ、表面の圧力の乱れが顕著と
なっているが、これはプロペラ表面での剥離の影響である。
図５のプロペラ断面でのマッハ数分布及び、表面付近の速
度ベクトルを見ても「定常計算・乱流モデル無し」の解析
では流れが大きく剥離してしまっていることが分かる。計
算条件はプロペラの設計点であり、実際にここまで大きな
剥離が起きるとは考えにくい。また、Adkins-Liebeck の理
論値と大きな差がみられことからも「定常計算・乱流モデ
ル無し」を本解析に用いることは妥当ではない。
図６、７に推力・トルクの翼幅方向の分布の比較を示す。
縦軸はそれぞれ、単位幅あたりの推力[N]・トルク[N・m]
である。翼幅方向の分布の比較においても「非定常計算・
乱流モデル無し」の結果が、Adkins-Liebeck の理論と最も
良い一致を示している。一方、「定常計算・乱流モデル有
り」の結果は、Adkins-Liebeck の理論に近い分布の形状を
示しているが、全体的に推力・トルク共に小さい値となっ
ている。また、本論文には結果を示していないが「非定常
計算・乱流モデル有り」の計算は「定常計算・乱流モデル
有り」とほぼ同一の結果を示している。
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以上の様に、設計点における流れ場では「非定常計算・
乱流モデル無し」が一番妥当と思われる結果を示した。次
に設計点以外の流れ場で「非定常計算・乱流モデル無し」
の解析がどのような結果を示すのか、前節と同様に
Adkins-Liebeck の理論との比較から検証を行う。図８・９
に推力・トルク係数と前進率の関係を示す。推力係数𝐶𝐶𝑇𝑇 、
トルク係数𝐶𝐶𝑄𝑄 と前進率𝐽𝐽は以下の式で定義される。
𝑇𝑇
𝜌𝜌𝑛𝑛2 𝐷𝐷4
𝑄𝑄
𝐶𝐶𝑄𝑄 = 2 5
𝜌𝜌𝑛𝑛 𝐷𝐷
𝑉𝑉
𝐽𝐽 =
𝑛𝑛𝑛𝑛

(7)

𝐶𝐶𝑇𝑇 =

(8)
(9)

ここで𝜌𝜌は密度、𝐷𝐷はプロペラの直径である。計算における
前進率𝐽𝐽はプロペラの回転数を変えることで変化させている。
比較結果では設計点（𝐽𝐽 = 1.647）付近での結果は CFD と
Adkins-Liebeck の理論はお互いに良く一致している。しか
し、設計点から外れた条件では、2 つの結果に不一致が見
られる。図１０に「非定常計算・乱流モデル無し」におけ
る各前進率でのプロペラ表面の Cp 分布を示している。Cp
分 布 を 見 る と 、 設 計 点 （ 𝐽𝐽 = 1.647 ） の 流 れ に 比 べ て 、
𝐽𝐽 = 1.317, 2.196の流れはプロペラ表面で強く乱れているこ
とが分かる。これらの流れ場では、設計点に比べて各断面
に入射する流れの角度が正、または負の方向に大きくなり
剥離が引き起こされるため、CFD の信頼性が低下せざるを
得ない。今後、より信頼性の高いプロペラの CFD 解析を行
うため、このような剥離を含む流れ場でもある程度の精度
を保つことのできる計算手法の検討が必要である。

図４

図５

プロペラ表面の Cp 分布

プロペラ断面のマッハ数分布、及び速度ベクトル
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５．アクチュエーターディスクモデルの作成
CFD で得られた解析結果からアクチュエーターディスク
モデルを作成した。モデル化の手法としては、環状運動量
理論 14 を参考に、推力の影響を圧力上昇、またトルクの影
響を回転角方向の運動量の上昇として与える。具体的には
式(10)-(12)、図１１の様になる。

Steady (Turbulent model)
Steady (No turbulent model)
Unsteady (No turbulent model)
Adkins Liebeck

90
80
70

dT/dr

60
50
40

𝑑𝑑𝑑𝑑
2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑟𝑟 ∙ 2𝜋𝜋𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝜌𝜌𝑈𝑈𝑛𝑛
𝜌𝜌
𝜌𝜌
𝑢𝑢
𝑢𝑢
⎛ ⎞
⎛
⎞
𝐹𝐹𝐿𝐿 = 𝑓𝑓 ⎜ 𝑣𝑣 ⎟ , 𝐹𝐹𝑅𝑅 = 𝑓𝑓 ⎜ 𝑣𝑣 + (𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑦𝑦 ⎟
𝑤𝑤
𝑤𝑤 + (𝑟𝑟𝑟𝑟)𝑧𝑧
⎝ 𝑝𝑝 ⎠
⎝ 𝑝𝑝 + ∆𝑝𝑝 ⎠
∆𝑝𝑝 =

30
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トルクの翼幅方向分布

0.2

0.15

CFD
Adkins Liebeck

0.1

CT

0.05

0

-0.05

-0.1
0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

J

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

図８ 前進率と推力係数の関係

0.05

0.04

(10)
(11)

(12)

式(10)、(11)より推力とトルクから計算された圧力・回転角
方向の速度上昇をプロペラが存在するセル表面での非粘性
流束𝐹𝐹𝑅𝑅 の計算に加える。ここで𝑑𝑑𝑑𝑑、𝑑𝑑𝑑𝑑における半径方向
の分布の与え方が重要となる。一般に運動量理論を基に作
られるアクチュエーターディスクモデルは、翼素理論を基
にしたモデルに比べて簡易に用いることができる反面、力
の分布の与え方によっては精度が低下せざるを得なかった。
過去のモデルでは、プロペラ面全体に一定、または線形の
分布とする手法などが用いられているが 6、本研究では、
CFD 結果から得られた推力・トルク分布を直接モデルの計
算に与えることで、より高精度なモデル化を行う。
アクチュエーターディスクモデルの計算に用いた計算格
子を図１２に示す。総セル数は約 300 万セルである。CFD
の計算手法は表２と同一であるが、時間積分は定常計算と
して扱い、乱流モデルは SST モデルを用いている。また推
力・トルク分布は前節の「非定常計算・乱流モデル無し」
で得られた分布をモデルに用いている。
図１３にマッハ数・Cp 分布を、図１４に、プロペラ後流
の速度を前節で計算されたプロペラの直接計算（プロペラ
回転面での周平均）と比較したものを示す。図１４におけ
る後流分布の変化は、直接計算とモデル計算の間で同様の
傾向を得ることができたものの、完全に一致しているとは
言い難い。本モデルの誤差要因として、まず翼端渦の影響
をモデル化できていないことが挙げられる。図１４におけ
る後流分布において、特に翼端と翼根付近での分布の違い
が顕著であり、これは翼端、翼根における渦の発生を適切
にモデル化できていないことが原因と考えられる。また本
解析では乱流モデルとして SST モデルを特に修正無しで用
いているが、プロペラ通過後の乱流の挙動を適切にモデル
化し、乱流モデルにその影響を加える必要がある。今後は
翼端渦、乱流粘性のプロペラ通過後の変化を検証し、その
影響をモデルに含めていきたい。

CFD
Adkins Liebeck
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図９ 前進率とトルク係数の関係
図１０

前進率の違いによる表面 Cp 分布の変化
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6)
7)
8)
図１１ アクチュエーターディスク

9)
10)

11)

図１２ 計算格子（アクチュエーターディスク）

12)

13)
14)
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図１３ 計算結果（アクチュエーターディスク）
６．結論
アクチュエーターディスクモデルの開発を目指して、
CFD によるプロペラの数値解析を行った。また CFD によ
って得られた推力・トルク分布を用いてアクチュエーター
ディスクモデルを作成した。結果をまとめると以下のよう
になる。
・低 Re 数プロペラの CFD 解析では、乱流モデル、時間積
分の扱い方が結果に大きな影響を及ぼす。本解析では乱流
モデルを用いず、時間積分を非定常計算として得られた結
果が、Adkins-Liebeck による理論値と良い一致を示した。
・CFD の結果から得られた分布を用いてアクチュエーター
ディスクのモデル化を行った。後流分布の変化をプロペラ
の直接計算とモデル計算で比較したところ、傾向は一致し
ていたものの、翼端渦の影響と乱流のプロペラ通過後の変
化を適切にモデル化していないために誤差が生じた。
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3) Michael OL., Cale Zeune, Mike Logan:
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4) Arne W. Stuermer: Unsteady CFD Simulations of Propeller
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直接計算とモデル計算による後流分布の比較
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ヘリコプタの BVI 騒音予測のための規定後流モデルと CFD のハイブリッド手法
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Hybrid Method of Prescribed Wake Model and CFD for Helicopter BVI Noise
Prediction
by
Masahiko Sugiura, Yasutada Tanabe, Shigeru Saito, Hideaki Sugawara, Keitaro Ohshio, and Masahiro Kanazaki
ABSTRACT
This paper explains a hybrid method of prescribed wake model and computational fluid dynamics (CFD) developed by Japan Aerospace
Exploration Agency (JAXA). Blade vortex interaction (BVI) noise is a main source of helicopter noise. Precise prediction of flow field
around helicopter is required to establish BVI noise reduction technology. Despite CFD predicts flow field precisely, it is computationally
expensive. On the other hand, prescribed wake model which empirically predicts rotor trailing vortices reduces computational cost greatly
compared to CFD. Therefore, hybrid method of prescribed wake model and CFD is a promising technology for BVI noise reduction
technology. The base CFD code herein assumed is a structured grid Euler solver, <rFlow3D>, which has intensively been developed for
helicopter applications at JAXA. The rFlow3D is a highly versatile CFD code that can numerically simulate flows around helicopter in a
wide range of flow conditions, considering trimming and blade elastic deformation. In this study, several existing prescribed wake model
are combined with rFlow3D. Accuracy of the hybrid method is evaluated by comparing computational results with experimental ones.
Normal force coefficient on blade and noise contour computed by the hybrid method show good agreement with experiment, however, they
are still overestimated. We plan to improve the hybrid method by utilizing vortex position and strength obtained from rFlow3D in the near
future.
１．はじめに
固定翼とは異なり，ヘリコプタは垂直離着陸やホバリン
グなど独特の飛行特性を持っているので，ドクター・ヘリ
のような救急活動，消防・防災や農薬散布，報道，警察，
山岳部における物資輸送など活躍の幅が広い．しかし，ヘ
リコプタの騒音はヘリポート近隣の住民にとっては環境問
題の一つとなっている．また，災害時にはヘリコプタの騒
音が地上の救助者の声をかき消してしまうために，飛行が
制限されることがあり，低騒音化に対する要求が高まって
いる．
近年では，騒音低減のため，低騒音ブレード翼型の開発
や翼端形状の改善など様々な改良がされてきたが，ロータ
のアクティブ制御は騒音低減効果が大きいと期待されてい
る．ヘリコプタの騒音低減技術確立には，ヘリコプタ周り，
特にロータ・ブレード上の非定常な圧力変動を正確に予測
することが必要である．また，BVI 騒音（Blade Vortex
Interaction Noise）のように先行するブレードから放出された
翼端渦と後続ブレードが干渉する現象を把握するには，翼
端渦の挙動を正確に予測することが非常に重要である．
JAXA では，ヘリコプタ全機周りの流れ場解析が可能な移
動重合格子法に基づく CFD（Computational Fluid Dynamics）
コード”rFlow3D （rotor Flow 3D）”を開発している[1],[2]．
このコードを用いた検証は過去にも行われてきており，
Caradonna らの行ったロータのみのホバリング実験に基づい
た基礎的な検証[3]やヘリコプタ胴体を含めた ROBIN（Rotor
Body Interaction）モデルに基づいた検証がされている[4]．
rFlow3D では CFD 解析だけでなく，CSD（Computational
Structural Dynamics）解析，飛行力学解析も合わせて行い，
ブレードの弾性変形解析やトリム解析を考慮することによ
って高精度化を実現している．さらに，構造解析コード”
rMode（rotor Mode）”，音響解析コード”rNoise（rotor Noise）”
と組み合わせることで，BVI 騒音の統合解析ツールとして
開発されている[5], [6]．統合解析ツールの構成を図 1 に示す．

上述したように，rFlow3D の計算精度については既に風洞
実験との比較から十分な計算精度を確保できることがわか
っている．しかし，CFD では流れ場を詳細に精度良く再現
できるが，1 ケース 1 ヶ月以上等，一般的に計算時間がかか
り，多数のケースについてロータのアクティブ制御による
騒音低減効果を確認するには実用的とはいえない．一方，
規定後流モデルでは，経験的に翼端渦の形を決め，ビオ・
サバールの法則に基づき渦要素からの誘導速度を積算し，
各点での誘導速度を求めるために，CFD に比べて計算コス
トを飛躍的に下げることができる．
本研究では，規定後流モデルと rFlow3D のハイブリッド
手法を構築し，ロータ騒音に関する国際共同プロジェクト
の HARTⅡ[7]-[9]の実験データと比較・検証することで，BVI
騒音低減技術の確立に有効なツールを開発することを目的
とする．
２．数値解析手法
２．１ 規定後流モデル
２．１．１ 翼端渦モデル
翼端渦モデルには，実験値とよく合う Vatistas n=2 モデル
[10]を採用した．Lamb-Oseen モデル，Rankine モデルととも
に，Vatistas モデルを図 2 に示す．本モデルは渦減衰の影響
を考慮することができ[11]，ブレードが渦と衝突するまでの
時間が長い場合にも渦の影響を正確に評価できる．図 3 の
点 P における渦の速度 V は

ܸൌ

௰



ସగ ൫ర ାర ൯భȀమ

ሺ ߠଵ െ ߠଶ ሻ

(1)

で表され[12]，渦のコア半径ݎ の増加とともに周速が減衰す
る．ここで，Γ は渦の循環である．
ݎ の増加は
ଶ
ݎ ሺݐሻ ൌ ඥݎ
 Ͷߙߜ߭ݐ

(2)
で与えられる．ここで，ݐは時間，ݎ は渦のコア半径の初期
値で，ブレード・コード長の 20%とした．ߙ は Oseen parameter
と呼ばれ，ߙ ൌ ͳǤʹͷͶ͵で与えられる．߭は動粘性係数，ߜ は
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図 1 JAXA BVI 騒音統合解析ツールの構成
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非対称性を表現しているモデルである．Beddoes モデル，
modified Beddoes モデル，それぞれでは，渦のスキュー角を
� � |�|として表現されるが，� � |�|/2とした場合に実験値
とよく合うという報告もあり，本研究では� � |�|, |�|/2，
それぞれについて比較検討した．
以下， modified Beddoes モデルについて説明する．オリ
ジナルの Beddoes モデルとの違いは，誘導速度の導出部分で
あり，modified Beddoes モデルでは運動量の保存，吹き下ろ
しの左右方向の非対称性を考慮している．なお，rigid モデ
ルでは，誘導速度を一定と仮定している．modified Beddoes
モデルは渦の軌跡の x-y 平面への投影を単純な epi-cycloid と
仮定し，その x-y 座標を次のように与える．
�� � ������ � �� ���
(3)

�� � ������

ここで，� はロータ半径，�� は翼端渦放出時のブレード回転
角，�� , ��� はそれぞれ�� � ����� ��� ⁄�� ，��� � �� � ��
で，� ��� はロータ面の迎角，� はブレードの回転角速度，��
は計算時のブレードの回転角である．
さらに，渦の z 座標はロータに流入する流れの下向き成分
と，吹き下ろし� による下方への移動を積分した形で与えら
れ，
��

�� � ��⁄�� � � ������� ��� � �� ��
�

��

�� �� ����� � ��⁄�� � ��
�

(4)

��

� ��� ��� � � ���⁄�� � ��
��

図 2 翼端渦モデルの周速の比較

図 3 ビオ・サバールの法則による誘導速度の導出
Squire によって提案された effective diffusion constant あるい
は eddy viscosity coefficient と呼ばれるもので，渦レイノルズ
数（vortex Reynolds number）に応じて決まる値である．
２．１．２ 翼端渦の幾何学的な形状
ブレードから放出された翼端渦は，螺旋状に後方へ流れ
ていく．この過程で翼端渦はロータの吹き下ろしを受けて
徐々に下方へ移動し，進行方向に対して傾斜を持つ配置と
なる．
このような 3 次元的な渦の形状を表現するために，規定
後流モデルには，rigid モデル，Beddoes モデル[13]，modified
Beddoes モデル[14]等がある．rigid モデルは円筒の螺旋状に
渦が配置されるモデル，Beddoes モデルは翼端渦の巻き上が
りを表現しているモデル（ただし，左右方向で対称），
modified Beddoes モデルは翼端渦の巻き上がりの左右方向の

となる．ここで，�� � ����� ��� ⁄�� であり，吹き下ろし� は，
進行方向と左右方向に対する傾斜や不均一な分布を考慮し
て，次のように定式化する．
（ロータディスク内）
�� � �� �� � �� ⁄��� � �� � � 2�� � � � �|� �� |�
(5)
（ロータディスク外）
� � �� �� � �� ⁄��� � �� � � 2�� � � � �|� �� |�
(6)
ここで，�� はロータディスク内で一様な吹き下ろしを仮定
した場合の吹き下ろしであり，�� � ��� �� で与えられる．
�� は次式の解である．
� �� ⁄2�� � ���� � �� �� � ��� ��/�
(7)
また，式(5), (6)のプライム付の変数はロータ半径� で無次元
化された変数であることを示し，後流の進行方向に対する
傾斜 E は，次式のスキュー角を用いて� � |�|と表される．
� � ����� ��� ⁄���� � �� ��
(8)
なお，式(4)右辺の第 2 項は，式(5), (6)を用いて積分してい
る．
２．２ CFD
２．２．１ CFD ソルバ
支配方程式は 3 次元圧縮性オイラー方程式で，以下のよ
うに表される．


V ( t ) UdV  S ( t ) F  ndS  0
t

(9)

ここで U は解ベクトル，F はそれぞれ x, y, z 方向の流速ベ
クトル，n は法線方向の単位ベクトルである．それぞれの成
分は，


 
U   v  ,
 e 
 

( v  x )  n




F   ( v  x )  nv  pn 
 ( v  x )  ne  pv  n 



(10)

 は移動
である．v はそれぞれ x, y, z 方向の速度ベクトル，x
セル境界の速度ベクトル，ρは空気密度，p は圧力，e は全
エネルギである．
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図 4 ブレード弾性変形の 3 成分
数値解法は，有限体積法で離散化を行い，移動重合格子
法を使用している．数値流速には，全速度型 SLAU（Simple
Low-dissipation AUSM）スキームを移動重合格子法に適用す
るため修正した mSLAU （modified SLAU）[2]を使用し，物
理量の値の再構築に空間 4 次精度の FCMT（Fourth-order
Compact MUSCL TVD）法[15]を用いている．時間積分は，
背景直交格子では 4 段階のルンゲ・クッタ法を，ブレード
格子と胴体格子には dual-time stepping 法[16]で非定常陰解法
を構築し，疑似時間の時間積分に LU-SGS/DP-LUR を使用し
ている．各格子間の値の受け渡しは Tri-Linear 補間法を用い
ている．
２．２．２ ブレード運動のモデル化
ブレードの運動は，ピッチ角制御と弾性変形により上下
と前後方向に非定常に変動する．この変動は渦放出位置の
変動や，放出された渦とブレードが干渉する際の 3 次元的
な位置関係に影響を与えるため，BVI 騒音の正確な予測を
行うためにはまず，ブレード運動の正確なモデル化が必要
である．本研究では，BVI 騒音の予測精度を確認すること
が主な目的のため，独自のブレード運動の予測をする代わ
りに，HART II で用いられたピッチ角の制御パラメータと，
計測されたブレードの弾性変形のデータを用いてブレード
の運動をモデル化する．ブレードの弾性変形には，図 4 に
示すようにブレード面に垂直な変形（flap），ブレード面に
沿った変形（lead-lag）， ねじれ変形（torsion）の 3 つの成
分があり，それぞれの成分についてモデル化している．
２．３ 規定後流モデルと CFD のハイブリッド手法
本ハイブリッド手法は，CFD でブレード周りのみを計算
し，後流域についてはポテンシャル領域とみなし，規定後
流モデルで代用することで，計算コストを削減している．
規定後流モデルにより翼端渦の誘導速度を CFD に与え，流
れの密度，運動量，エネルギを算出する．圧縮性の影響を
考慮して，質量保存の法則を満たすように格子の外周 3 層
までに規定後流モデルの誘導速度を CFD に加えている．規
定後流モデルと CFD 計算格子のハイブリッドの様子を図 5
に示す．
CFD とポテンシャル領域の境界では，流れ場の変数は次
の式(11)を用いて計算する[17]．

図 5 規定後流モデルと CFD 計算格子のハイブリッドの
様子

図 6 ブレード上の循環分布
と決まる．ܸஶ は主流の流速を表している．
従来，この規定後流モデルの循環の強さは，一定値を用
いていたが，アジマス角により循環の強さは大きく変動す
る（図 6）．その強弱がブレード上の空力荷重の予測，ひい
ては BVI 騒音の予測に大きく影響するため，本研究では
CFD による揚力分布を利用して循環を算出し，規定後流モ
デルの循環の強さを変動させている．すなわち，各アジマ
ス角でスパン方向の揚力の最大値を取り，その総和が推力
と等しくなるように規格化し，位相を合わせて規定後流モ
デルに組み込んでいる．

２．４ 騒音解析
定常飛行状態のロータでは，ブレードの表面圧力分布や
弾性変形などは回転に同期した周期性があると考えられる
ので，CFD 解析で得られる一回転分のブレード表面圧力分
భ
布，ロータ操舵角，弾性変形量を用いて騒音を計算する．
మ
 ംషభ
ߩ ൌ ቀ మ ቁ                     ሺͳͳሻ       本研究では，
          Lighthill
      の音響アナロジに基づく音の波動方程

ಮ
మ
మ
మ
మ
式の解である
Ffowcs
Williams and Hawkings の Farassat の

௨ ା௩ ା௪

  ݁ ൌ ߩቂ
ቃ
ఊሺఊିଵሻ
ଶ
Formulation 1[18]と呼ばれる式を用いて音響解析を行う．こ
ここで，u, v, w は流速の x, y, z 成分， a は音速，γは比熱
の式は以下の式(13)のような形をしており，ブレード表面の
比，∞は一様流成分，w は後流成分を表している．ローカル
圧力変動から，任意の観測点における音圧の変動を与えら
の音速はエネルギ式から
れる．
ఊିଵ
ଶ
ሾܸஶଶ െ ሺݑଶ   ݒଶ   ݓଶ ሻሿ
ܽଶ ൌ ܽஶ

(12)
Ͷߨ′ ሺ࢞ǡ ݐሻ ൌ Ͷߨ ቀ்′ ሺ࢞ǡ ݐሻ  ′ ሺ࢞ǡ ݐሻቁ
(13)

ݑஶ   ݑ௪
ݑ
ቆ  ݒቇ ൌ ൭ ݒஶ  ݒ௪ ൱
ݓஶ  ݓ௪
ݓ
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音圧の成分はそれぞれ以下のようになる．
�

� �

� �
�
����′ ��� �� � �� ���� ������
�

(14)

��

� ���
� �
�����
����′ ��� �� � � �� ���� ������ ��
� ���
�����
� ���� � � ���� �� ��
�
� ���

��

(15)

ここで，� � � はブレード表面で積分することを表し，���は
は遅延時間（retarded time）の略で，観測時刻�に観測点に音
速�で伝わってくる音源時間τで積分を行うことを表す．�′ は
求める音圧で，��′ はブレードの運動によって押しのけられ
た空気によって生じる音で翼厚音と呼ばれ，��′ はブレード
表面の圧力変動によって生じる音で荷重音と呼ばれる．��
は一様流における空気密度で，�� は表面セルの垂直方向の
速 度 ， � � |� � �| は 観 測 点 と 音 源 セ ル と の 距 離 で ，
�� � �� · �� ⁄� は音源時刻における音源セルの放射線方向マ
ッハ数である．����は音源セルの垂直方向と音源から観測
点への方向との交差角の余弦である．
上記の積分を行うには，ブレード表面の各セルについて，
下記遅延時間を求める式を満足する音源時間τ（位相角）を
探す必要がある．
|� � ���� ��| � ��� � ��
(16)
ここで，�は観測点位置，�は音源位置，�はロータ・ブレー
ド上の局所座標である．�はブレード表面を分割したセルの
代表位置で，CFD 計算に用いられるブレードの基本形状か
ら，3 軸方向の弾性変形，フェザリング，フラッピング，リ
ード・ラグ，回転の 7 段階の座標変換を行うことにより，
解析的に求められる．また，セルの 4 つの角点の座標を計
算して，表面セルの面ベクトルを求めている．
得られた音圧の時間波形に対して，特にブレードと翼端
渦の干渉によって発生する中間周波数範囲の騒音成分の強
さを評価するため，音圧のスペクトル成分を用いて，下記
の式で BVISPL（Sound Pressure Level）を定義した．
������ � �� · ��� ��∑�������
�������� �� · �

�

���

�

(17)
��

ここで，����はブレード枚数，���� � ��� � �� である．

３．数値解析条件
ロータ騒音に関する国際共同プロジェクトの HARTⅡの
実験データと比較することで，規定後流モデル/CFD のハイ
ブリッド手法の精度を検証する．HART II では，ロータの高
調波制御により騒音あるいは振動を軽減できることが示さ
れた．実験の様子を図 7[8], 8 に示す．騒音の計測面はロー
タ中心より 2.2m 下の平面とした（図 8）．以下に，数値解
析に使用した HART II の残りの実験条件を示す．
ロータ・ブレードは 4 枚で，諸元は表 1 のようになる．
計測実験には，標準条件，最小騒音条件，最小振動条件と
あるが，このうち標準条件を採用した（表 2）．�� は一様
流のマッハ数，���� はブレード翼端のマッハ数，μは前進率，
�� はロータ推力係数，��� はロータ・ハブ・ローリング・モ
ーメント係数，��� はロータ・ハブ・ピッチング・モーメン
ト係数，� はブレードのピッチ角を表しており，次のように
1 次の調和振動で表される．
���� � �� � ��� ���� � ��� ����
(18)
ここで，� はブレードの方位角，�� はコレクティブ・ピッチ
角， ��� は横サイクリック・ピッチ角，��� は縦サイクリッ
ク・ピッチ角である．
ブレードの弾性変形は，4 枚のブレードの変形量の平均値
を取り，ブレードのスパン方向の距離，方位角の関数とし
て与える（図 9）．

図 7 HART II 実験の様子[8]

図 8 HART II 実験でのロータと騒音計測面の位置関係
表 1 ブレード諸元
ブレード枚数

4

ロータ半径

2.0 m

ブレード翼型

NACA23012

翼弦長

0.121 m

捻り下げ

8.0 deg

ルートカット

0.44 m

表 2 標準条件
M∞

0.09628

Mtip

0.6387

μ

0.1508

CT

4.63E-03

CMX

2.81E-05

CMY

-2.81E-05

θ0

3.800 deg

θ1c

1.916 deg

θ1s

-1.342 deg
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(a)ブレード上の空力荷重係数

(b)ブレード上の空力荷重係数の時間微分
図 10 ブレード上の空力荷重係数とその時間微分

図 9 ブレード弾性変形の様子
４．数値解析結果
BVI 騒音は，ブレードが翼端渦と干渉する際に生じるブ
レード表面の圧力変動を主要な音源として発生するため，
圧力変動が本手法によって再現されているか確認する必要
がある．そこで，CFD の計算から得たブレード表面の圧力
分布に基づいて，HARTⅡと同様に 87%スパン位置における
ブレードの空力荷重係数(CnM2)の時間変動を計算し，その結
果を図 10 に示す．図 10 より，本手法はブレード前進側で
圧力変動を過大評価しているが，干渉位置を精度良く捉え
ていることが分かる．
ロータ周りの圧力変動の結果を用いて BVI 騒音の音圧分
布を計算し，その結果を図 11 に示す．図 11 には，modified
Beddoes モデルだけでなく，rigid モデル，オリジナルの
Beddoes モデルのハイブリッド手法の結果とともに，比較の
ために，HART II の実験結果，rFlow3D のみによる計算結果
も合わせて示している．ハイブリッド手法は音圧レベルを
実験値より全体的に過大評価しているが，騒音のピーク位
置の傾向を捉えていることが分かる．ハイブリッド手法の
比較から，騒音のピーク位置と騒音分布が風洞実験データ

に最も近いモデルが modified Beddoes モデル（E=|χ|，(f)）
であることがわかった．
BVI 騒音の最大値の比較をすると，ハイブリッド手法で
は実験より 2dB ほど大きく，反対に CFD では 3dB ほど小さ
い結果となっている．これは規定後流モデルではブレード
と近い位置に渦が配置され，渦が減衰しないまま干渉した
こと，CFD では渦が数値減衰することが影響しているもの
と考えられる．
５．おわりに
規定後流モデル/CFD のハイブリッド手法を構築し，
HARTⅡの実験データを用いて計算精度の評価を行った．構
築した手法は図 10, 11 の解析結果より，BVI 騒音を過大評
価している部分や騒音発生位置のずれが見られるが，良好
な再現性を示していることが分かった．また，計算時間は
数日に短縮し，CFD のみでの計算時間（1 ヶ月）の 10 分の
1 程度となった．メモリの使用量も CFD に比べて少ないの
で，並列数を増やすことができ，計算時間・メモリ両方の
点において，計算コストを削減することができた．以上の
検証結果から本手法は BVI 騒音の解析に対して有効である
といえる．
BVI 騒音を過大評価している原因は，規定後流モデルに
よりブレードと近い位置に渦が配置され，渦があまり減衰
しないまま干渉したことが考えられる．今後は，CFD から
得られる渦の位置・強さの情報を規定後流モデルに反映す
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ることで計算精度を上げるとともに，渦の減衰モデルを構
築し循環の再現性を向上させる．
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再使用観測ロケット転回飛行における空力特性と運動解析
葛生和人（宇宙航空研究開発機構・情報計算工学センター）
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Aerodynamic Characteristics and Kinematic Analysis during Turnover of a
Reusable Sounding Rocket
by
Kazuto Kuzuu（JAXA/JEDI center）
Satoshi Nonaka（JAXA/ISAS）
Junya Aono（Research Center of Computational Mechanics, Inc.）
Eiji Shima（JAXA/JEDI center）
ABSTRACT
Flight performance of a reusable sounding rocket during turnover was investigated by numerical analysis. In this study, we first carried out
the numerical flow simulation to obtain aerodynamic characteristics in dynamic conditions. This simulation is based on three dimensional
unsteady full Navier-Stokes equation, and a flow field is solved by an in-house code, LS-FLOW. After that, we solved kinematic equations
of a rotational rigid body using obtained dynamic characteristics. This analysis is also carried out numerically by using the 4th order
Runge-Kutta method. The calculated body is of a simple baseline shape whose aerodynamic parts, fins, strakes, canards and so on are not
attached. However, simulated conditions are based on the actual flight environment. For validation, we first compared the numerical flow
simulation with the wind tunnel test data in a static condition where an attack angle of the body is fixed. Agreement of those results is
satisfactory. From the results under the dynamic conditions, we could evaluate the dynamic damping characteristics of pitching moment
during turnover maneuver. As a result, we confirmed that the breakdown of the longitudinal vortices during turnover largely affects flight
performance rather than the dynamic damping effect.

１．はじめに
垂直離着陸型再使用観測ロケットは、大幅な輸送コスト
低減を目指した将来型宇宙輸送システムの 1 つである。本
ロケットの最も特徴的な部分は、滑空、転回飛行を経て最
終的な垂直着陸に至るという特殊な飛行形態にあると言え
よう。このような飛行形態は、再使用可能観測ロケットと
しての本機の重要な機能、「発射地点への帰還能力を有す
る」という要求性能を満たすものである。
このようなシステムを構築する上で、重要な検討課題の
一つに転回飛行性能がある。しかし、ロケットのような細
長飛翔体に関して、転回飛行時の動特性を示すようなデー
タは少なく、また、転回飛行を実験的に模擬してその特性
を取得するのも困難な面が多い。筆者らは、そのような飛
行性能を評価するための一手段として、これまで流体解析
を実施し、機体転回時の空力動特性の評価を行ってきた 1)2)。
本研究では、これまでの研究結果を踏まえつつ、より厳
密な動的転回性能を調べるために、あらたな条件で流体解
析を実施し、空力特性評価を行った。また、本流体解析か
ら得られた空力動特性データをもとに、機体の運動解析も
行い、実際的な機体の運動特性の評価も行った。
２．解析手法
２．１ 流体解析
流体解析手法について述べる。
解析は JAXA/ JEDI センター内製の任意多面体非構造圧縮
性ソルバーLS-FLOW3)を用いて行った。LS-FLOW は、セル
中心有限体積法で空間離散化した 3 次元非定常圧縮性
Navier-Stokes 方程式に基づく非構造流体ソルバーである。
本解析では、非定常解析精度を確保するため、時間刻みに
3 点後退差分近似を適用し、LU-SGS 法により時間発展陰解
法を行った。また、一様流中を転回する機体の運動を再現
するために、移動座標系の格子を採用している。その他数
値計算スキームに関しては、再構築用勾配計算法として

LSQ 法（非粘性項）および Green -Gauss 法（粘性項）を、
勾配リミッターに Venkatakrishnan4) の勾配制限関数、数値
流束スキームには、SLAU5) （非粘性項）および Wang の方
法 6) （粘性項）を採用した。
また、流れ場は大規模剥離を伴う非定常流れとなること
を想定し、乱流モデルとして DDES モデル 7)を適用してい
る。なお、実験との比較検証のため、固定迎角での解析も
行い空力静特性を求めている。ただし、この場合、転回の
解析と同様に定常計算ではなく非定常計算を行い、時間平
均をもって空力特性値を算出している。
２．２ 運動解析
本研究の主要課題は、機体の転回飛行に着目してその運
動特性を調べることにある。したがって、ここでの運動解
析は、転回飛行の特性解析に限定することとした。以下に、
ピッチング運動に関する一般的な剛体系運動方程式を示す。

I

dq
= S area ⋅ Length ⋅ Q Cm (α ) − Cm q (α ) ⋅ q
dt
dα
q=
dt
1
Q = ρU 2
2

(

)

(1)
(2)
(3)

ここでαは迎角、q は転回の角速度、I は重心を通る回転
軸周りの慣性能率、Cm は重心周りのピッチングモーメント
係数、Cmq はダンピングモーメント係数、Q は動圧、Sarea、
Lengh は機体底面積、機軸長さである。なお、ダンピングモ
ーメント係数は、流体解析において得られた転回時のピッ
チングモーメント係数分布とその時の回転速度から、線形
仮定のもと回転角速度に対する変化率として求めている。
運動方程式(1)式は、4 次のルンゲクッタ法を用いて時間発
展的数値解として求めた。

This document is provided by JAXA

180

宇宙航空研究開発機構特別資料

３．解析条件
３．１ 機体形状および機体特性値
解析を行った機体形状および運動解析に必要な機体の重
量特性についてのべる。
本解析で使用した機体形状は、再使用観測ロケットの初
期ベースライン形状をベースとして作成された風試模型を
もとにしている。Fig.1にその外形を示す。形状は、機体先
端部が半球形状を有し、そこから２つの円錐台をつなぎ合
わせた形状となっている。また、機体底面（後端部）は平
面ではなく、一定の曲率を持たせたものとなっており、機
体側面（円錐台）とRにより滑らかにつながるように面処
理が施されている。機体主要部位の寸法（模型実寸および
全長比率）は、Table.1に示す通りである。

JAXA-SP-12-010

３．２ 計算格子
本解析に用いられた計算格子を Fig.2 に示す。
計算格子には、直交・物体適合ハイブリッド格子を用い
た。直交・物体適合ハイブリッド格子は、物体表面近くは
物体形状に適合した 6 面体レイヤーメッシュ、物体から離
れた領域では 8 分木構造の直交格子で構成される任意多面
体非構造格子で、JAXA/ JEDI センター内製の自動格子生成
ツール LS-GRID8)を用いて作成されたものである。格子の
規模は約 300 万セルである。計算空間は、前後、左右、上
下の全ての方向で機体長比率で 8 倍の領域とした。

Fig.2 Configuration of computational mesh
Fig.1 Configuration of body
Table.1 Body scale
模型(mm)

機体長基準

L1

2.38

0.00769

L2

106.84

0.345191

L3

309.51

1

D1

5.86

0.018933

D2

50

0.161546

D3

70

0.226164

R

3

0.009693

３．３ 気流および飛行条件
流体解析に用いた気流条件は、固定迎角と転回飛行の 2
条件を設定している。固定迎角の解析は、基本的に風洞試
験結果との比較検証用として行っているが、実機飛行条件
でのレイノルズ数効果も調べるという目的から、2 種類の
レイノルズ数（風試および実機相当）を設定した。迎角の
範囲は、固定迎角が 0,30,60,90,120,150,180 度、転回解析が
0 度~360 度での連続的変化となる。なお、転回飛行解析に
おける無次元角速度 k は 0.147 とした。この値は、実機
80m/s 飛行、転回速度 100 度/s を想定したものである。
（k=ωL/2/U =1.745rad/s×13.5m/ 2/80.0m/s）
各気流条件を Table.3 に示す。

Table.3 Flow condition of CFD analysis
気流条件

Table.2 Gravitational center and inertia

風試検証

実機相当

固定迎角

固定迎角

転回

重心位置（全長比 %）

慣性能率(kgm2)

Mach

0.1

0.1

0.1

60

51810.10

Re

1.20E+05

8.20E+07

8.20E+07

65

50716.65

70

47250.01

本研究では、流体解析で求めた空力特性に基づいて、転
回飛行時の運動解析を行っている。転回の運動解析に必要
な機体の重心位置、慣性能率は、機体重量 5t、機体長さ
13.5m（風試模型と相似形状）とし、さらに機体密度を均
質と仮定して求めた。この時、機体底面は平面と仮定して
いる。また、上記条件による機体の重心位置は、計算上全
長比 66%となるが、重心位置のずれを想定した運動特性解
析を行う必要から、重心位置のずれが生じたケースに応じ
てそれぞれの慣性能率を算出している。（重心位置の調整
は機体断面寸法を調整して行っているが、流体解析での機
体形状は、Table.1 に示した寸法に固定している。）機体の
慣性能率値を Table.2 に示す。

無次元角速度

0.147

一方、運動解析としては Table.2 に示した実機機体の慣性
能率に加えて、転回時飛行速度 80m/s、大気密度 1.2kg/m3
とし、動圧 q=3840kg/m/s2(=0.5*1.2*80^2)を想定している。
４．結果と考察
４．１ 固定迎角における静的空力特性
本研究の解析は、大規模剥離を伴う大迎角機体を対象と
したものであり、流れ場も非定常性が顕著となる場合が予
想される。したがって、通常の小迎角飛行での航空機のよ
うに定常特性を想定した定常解析が困難であり、その意味
で非定常解析から得られる空力特性の信頼性を確かめてお
く必要がある。
そこで先ず、固定迎角における解析結果を風洞試験の結
果と比較し、本ソルバーLS-FLOW の非定常解析精度の検
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証を行った。計算結果である非定常データの計算ステップ
（時間）履歴より、平均値としての空力特性値を算出し、
風洞試験結果と比較したものが Fig.3(a)(b)である。
Fig.3(a)は、迎角に対する軸力（CA）および法線力（CN）
の変化を示したものである。図に示すように、機体背面縦
渦の非対称性が顕著となる迎角 60 度付近での法線力には若
干の違いが見られるものの、全体的に風試レイノルズ数で
の解析結果は、実験結果と良好な一致を示しているといえ
る。特に、迎角 90 度付近では、機体背面に生じる大規模剥
離による非定常現象が著しいにも関わらず、法線力、軸力
ともに実験結果をよく再現しているといえる。また、
Fig.3(b)に示すように、ピッチングモーメントに関しても、
低レイノルズ数条件での計算結果は、風試結果と良好な一
致を示している。これらのことから、DDES 乱流モデルを
用いた非定常解析結果をもとに算出される空力特性の評価
として、本解析は十分な信頼性を得ていると判断できる。
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のと推測できる。すなわち、剥離域が機体全域で一様に後
退することにより、風圧中心の移動が小さく抑えられ、結
果的にピッチングモーメントへの影響も少なくなっている
ものと考えられる。
以上のように、高レイノルズ数条件での解析結果に関し
ては、実機での検証が困難であることを考慮すると、
DDES 乱流モデルを適用した大規模剥離を伴う非定常流れ
から算出される空力特性は、参考データとして十分有用な
ものであると判断できる。
４．２ 転回飛行時の動的空力特性
筆者らはこれまで再使用観測ロケット転回飛行時の非定
常流れ場の流体解析を行い、動的な空力特性を調べてきた。
解析条件は、風試 Reynolds 数と実機 Reynolds 数の 2 種類の
条件で行われた。その結果、迎角 90 度前後の大迎角剥離の
現象に関連して 2 つの大きな流れ場の動的特性を認めるこ
とができた。1 つは、固定迎角解析結果に見られるような
迎角 60 度から 70 度における法線力の急激な減少が動解析
結果では回避されていること（Fig.4(a)）、もう 1 つは、固
定迎角での結果に比較して、頭上げピッチングモーメント
が迎角 90 度前後で増加の傾向にあること（Fig.4(b)）であ
る。これらの特徴は大迎角時の機体後方縦渦の存在が重要
な役割を果たしている。実際、流れの可視化結果から、転
回飛行時にはこれらの縦渦が崩壊せず機体背面に保持され
ていることが確認され、そのことが上記特性に影響してい
ることを考察した（Fig.5）。

(a) Axial and normal force coefficients

(a) Axial and normal force coefficients

(b) Pitching moment coefficients
Fig.3 Comparison of static aerodynamic characteristics
between experiment and CFD
一方、実機条件を想定した高 Reynolds 数条件での解析か
らは、結果的に Reynolds 数効果として法線力への影響が著
しいことがわかる。これは、高レイノルズ数条件における、
剥離線の後流側への移動に起因するものと考えられる。た
だし、軸力やピッチングモーメントへの Reynolds 数効果は
何れの迎角においても少ないという結果を得た。軸力への
影響が小さい理由は、Reynolds 数による剥離線の移動が機
軸方向の力に寄与し難いことから明らかであるが、ピッチ
ングモーメントへの影響も同様に小さいのは、剥離域の移
動が機体先端から後端まで一様に及んでいることによるも

(b) Pitching moment coefficients
Fig.4 Comparison of static and dynamic characteristics in
CFD results
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Reynolds 数の影響を受けにくいという結果を得ているため、
ここではそのまま形で特性比較を行った。なお、Fig.7 の
グラフで+ωは、主流方向を左から右とした場合の時計回
りの機体の回転方向に相当する。

Fig.5 Comparison of flow fields between static and dynamic
conditions (Color:pressure on the body and the central section,
Lines:surface stream lines, upr:static, lwr:dynamic)

今回は、さらに実機ベースでの転回特性を運動解析から
調べるために、迎角 0~360 度までの範囲で解析を実施した。
この迎角は、主流中に置かれた機体の転回時の動的ピッチ
ングモーメント特性を考えた時必要な解析範囲である。動
的環境では、Fig.6 に示したように同じ迎角であっても、機
体ノーズ部分が主流方向に引き起こされる回転(A)と、主流
に向かう回転(B)の場合とでそのモーメント特性が異なって
くる。図から明らかなように、1 方向 1 回転（360 度）の解
析によってこの状況は再現可能であり、このことを踏まえ
て上記の迎角範囲を設定した。なお、今回実施した解析条
件は実機ベースの高 Reynolds 数、無次元角速度 k=0.147 の
条件を想定した。以上の考え方をもとに解析を行った結果
を以下に示す。

Fig.7 Difference of dynamic characteristics by rotational
direction
先ず、転回開始に当たる機体引き起こし直後から迎角 90
度まで（+ω）のモーメント特性を見てみる。結果は、同
じ迎角の静特性に比べていずれも低い値を示しているのが
わかる。これは、いわゆるピッチングモーメントのダンピ
ング効果とみなすことができる。しかし、90~120 度の間で
は逆に正方向にモーメントが増加する傾向が見られる。こ
れは、動的な回転運動の中での機体後方縦渦の崩壊遅れに
起因している。これらのことは、筆者らはこれまでの解析
結果で既に指摘してきた。
また、迎角 180 度（着陸姿勢）までに機体が回転を停止
するか 180 度を超えて回転し続けるかは、この範囲の動的
モーメント特性が大きく影響してくることは容易に予想さ
れる。90 度以降の動的なモーメント特性を見る限り、いわ
ゆるダンピング効果が減じており、このことは、ダンピン
グ効果を迎角に対して不変と仮定した場合よりも、実際に
は 180 度（着陸姿勢）に達しやすいことを示唆している。
一方、機体が 180 度に達せずにノーズの向きが主流方向
に戻り始める場合を考える。この時の動的モーメントは、ω方向のモーメント特性を考える必要がある。解析結果で
は、180 度~90 度の範囲ではダンピング効果がみとめられる
が、90 度~45 度の範囲ではダンピング効果が弱くなってい
る。これらの特徴は、結果的に転回運動性能に大きく影響
するものと推測される。

次に、流体解析結果の可視化を通して、上で述べた
ような動的ピッチングモーメント特性をもたらす流れ
場の様子を示す。Fig.8 は正方向転回（図中、時計回
り）、迎角 130 度、230 度における圧力分布と機体表
面流線表したものである。迎角 230 度の場合は、迎角
130 度で逆回転の場合と等価である。
Fig.6 Relation of pitching moment and free stream direction
Fig.7 は回転方向によるピッチングモーメント特性の違い
を示している。グラフは一定回転速度（k=0.147）かつ正
負回転方向のモーメント特性を表している。モーメント特
性は重心位置を機体先端から 60%BL（BodyLength）位置
として、重心位置周りの値として求めたものである。固定
迎角での特性値は風試結果である。ここで、解析と風試と
の比較は、Reynolds 数の異なる条件での比較となるが、前
項で述べたようにピッチングモーメント特性に関しては、

図中の圧力分布は、迎角 130 度に比較して迎角 230 度の
ほうが回転方向に対するダンピングが若干大きいことを示
しており、そのことは Fig.7 で示した特性値と一致してい
る。
以上のように一様流中に置かれた転回飛行条件でのモー
メント特性は同じ迎角に対しても、その回転方向により大
きく影響することが確認できた。しかしながら、その一方
で、着陸姿勢付近、すなわち迎角 180 度前後では回転方向
による特性の差は小さいという傾向もみられる。したがっ
て、実際の転回飛行での着陸姿勢付近（180 度前後）での
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現実的な迎角のブレを考えると、上で述べたような回転方
向によるダンピング特性の違いは大きくは影響しないとみ
なすことができる。

Fig.9 Kinematic characteristics of the body with constant
damping property

Fig.8 Comparison of pressure and surface stream lines
between positive and negative rotations (upr:AOA=130degs,
lwr:AOA=230degs corresponding to AOA of 130 degs in
reverse rotation condition)
４．３ 転回飛行時の運動特性
４．２において一定の回転速度を与えた場合のピッチン
グモーメント特性を示し、静的なモーメント特性との比較
から、機体の転回運動の振る舞いについて考えてきた。
実際の転回運動は、転回の開始から、時々刻々変化する
回転速度に応じで動的なモーメント特性が変化するもので
あり、それらを考慮して転回運動特性を予測する必要があ
る。本節では、２．２で示した剛体の運動方程式から転回
運動解析を行い転回運動特性を調べることにする。
先ず、迎角変化に対して一定のダンピング特性を与えた
場合の運動特性を示したものが Fig.9 である。ここでのダ
ンピング特性は、流体解析で想定している角速度
（q=1.492 rad/s）に対して迎角 30 度時のモーメント係数変
化 分 （ -0.1 ） か ら ダ ン ピ ン グ 係 数 （ Cmq
=
0.1/1.492=0.067）を求め、その値を一定値として与えた。
図に示すように、ダンピング効果を考慮した場合は、65%
重心位置の特性では、ダンピングが強く作用し、着陸姿勢
（迎角 180 度）に至らないという結果を得た。
さらに、動的解析結果をもとに、回転角速度によるモー
メント変化分を考慮し運動解析を行った。なお、運動解析
に用いる各モーメント分布は、静特性の場合と同じく最小
二乗法を適用した多項式近似を採用している。また、回転
速度に応じたモーメント変化分は迎角ごとに線形を仮定し
ている。
以上の仮定をもと算出した、重心位置 60%BL の時の迎
角に対するダンピング係数の分布を Fig.10 に示す。ここ
では、順逆それぞれの回転方向に対する値を示している。
Cm_q は回転方向の加速を抑制する方向（減速を増長する
方向）を正として表している。

Fig.10 Distribution of damping coefficients
なお、図中で+ωは迎角 0 度から 360 度に向かう転回、ωは迎角 360 度から 0 度に向かう転回状態を示している。
グラフから明らかなように実際の転回中のダンピング係数
は一定ではなく、特に、ある迎角範囲に対してはダンピン
グがマイナス側に働くという分布となっている。たとえば、
正方向の転回に対しては、迎角 90 度から 120 度の範囲でマ
イナスのダンピングが働いている。
このような現象は、これまで筆者らが述べてきた動的環
境下での機体背面の縦渦崩壊の遅れに起因していると思わ
れる。結果的には、正負モーメントの逆転が静特性では迎
角 90 度であるのに対して、回転を考慮した場合は迎角 105
度という違いをもたらしている（Fig.7 60%BL 重心、正方
向回転時）。
このような縦渦崩壊の遅れ、いわゆる位相遅れは、実際
には回転速度によっても変化するものである。しかし、
Fig.10 のグラフにはそのことは考慮されていない。そこで、
動的なダンピング係数を運動解析に取り入れるに際して、
ここでは、位相遅れがどの程度運動特性に影響するかも調
べるため、位相遅れを考慮しない場合と考慮した場合の 2
ケースの運動解析を行うことにした。なお、ここでの位相
遅れ分は、無回転状態から本解析条件である回転速度まで
の範囲で線形に変化するものと仮定している。以上のこと
を踏まえて、実際の運動方程式に動的ダンピング係数（2
ケース）を組込み、運動解析を行った。その結果を
Fig.11(a)(b)に示す。
Fig.11(a)は縦渦崩壊による位相ずれが生じないように動
的モーメント特性分布を補正したのち、ダンピング係数を
求め、運動解析を行った結果である。全体的なダンピング
の効果は、一定のダンピング係数を仮定した場合の結果と
比較すると弱まっているが、転回開始から 2.00 秒前後まで
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のいわゆる機体が着陸姿勢に達するまで期間で比較すると
大きな差はみとめられなかった。
一方、Fig.11(b)は、回転速度に応じて位相位置が線形に
変化するという仮定の下、動的モーメント特性分布に補正
を加えたダンピング係数をもとに運動解析を行った結果で
ある。グラフから明らかなように、全体的な運動特性を見
る限り、ダンピングの効果はかなり小さくなっていること
がわかる。特に、着陸姿勢に達するまでの、転回開始後
2.0 秒前後までで比較すると、65%BL 重心位置での運動特
性が位相のずれの影響を大きく受けているのがわかる。す
なわち、着陸姿勢直前の運動は、ダンピング特性そのもの
より、むしろ機体背面の縦渦崩壊タイミングによる位相遅
れが大きく影響するものと予想される。

(a) witout phase delay
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本解析における機体形状（円筒断面）では、動的な条
件により発生する機体背面の縦渦崩壊の位相遅れが運
動特性に及ぼす影響は大きい。

今回、転回飛行運動の動的な基本特性を求めるため、機
体形状はベースとなる基本形状を想定した。実際の飛行形
態としては、フィン、ストレーキ等の空力制御形状を考慮
する必要があり、実験データとの検証とともに今後の解析
検討課題となる。
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(b) with phase delay

Fig.11 Kinematic characteristics of the body with variable
damping property
５．結論
任意多面体非構造圧縮性ソルバーLS-FLOW を用いて、
再使用観測ロケット機体の転回飛行の数値解析を実施した。
解析は転回時の動的空力特性を求めるとともに、得られた
特性データをもとに機体の回転運動解析を同時に行い、機
体の運動特性を調べた。
解析結果をもとに、転回時の空力動特性や流れ場の特性
と運動特性の関係を考察し、以下のような結論を得た。


機体転回時ピッチングモーメントのダンピング特性そ
のものは、回転方向（主流に対する向き）により大き
く変化するものの、実際の転回飛行で問題となる着陸
姿勢付近では大きくは影響しない。



回転速度を考慮した動的ダンピング特性は、全体的に
ダンピング効果を弱める方向に働くものの、着陸姿勢
までの短い転回運動内では大きくは影響しない。
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再使用観測ロケット着陸時プルームの CFD 解析
葛生和人（宇宙航空研究開発機構・情報計算工学センター）
野中聡（宇宙航空研究開発機構・宇宙科学研究所）
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CFD Analysis of Rocket Plumes during Landing of a Reusable Sounding Rocket
by
Kazuto Kuzuu（JAXA/JEDI center）
Satoshi Nonaka（JAXA/ISAS）
Junya Aono（Research Center of Computational Mechanics, Inc.）
Eiji Shima（JAXA/JEDI center）
ABSTRACT
Through a numerical simulation, we investigated the effects of rocket plumes on heating in vertical landing of a reusable sounding rocket.
A simulation was carried out by using an in-house compressible flow solver, LS-FLOW-RG, which is applicable to real gas phenomena,
multi-species gas, chemical reactions and so on. This is an extended version of LS-FLOW of JAXA/JEDI center. In this solver, the
transport properties of muti-species gas and mass conservation equations of those species are considered. On the other hand, we employed
DDES method as a turbulence model. In this simulation, flow conditions of rocket plumes are of high temperature (T=2000K) and
supersonic (M=3.0) water vapor, and an atmospheric condition is a stationary standard air. In this study, we assumed the actual landing
condition and body. In fact, jets blow off from two engines at the bottom of the body. In this situation, we compared the results in two
different thrust conditions of rocket plumes and discussed the heating effect by thrust levels in vertical landing. From the results, we
confirmed that a pair of jets generates circulation between the earth and the bottom of the body, and this phenomenon promotes the
diffusion of high temperature water vapor. Furthermore, the difference of thrust level largely affected both flow and thermal fields on the
bottom of the body.

１．はじめに
垂直離着陸型再使用観測ロケットは、地上帰還時に滑空
から転回飛行を経て最終的に垂直着陸に至るという特殊な
飛行形態を有する。このような飛行環境における空力特性
の評価は、システム設計上重要な技術的課題であり、これ
まで、JAXA はそのような飛行特性を評価すべく、風洞試
験、流体解析等を実施してきた 1)2)3)4)。
そのような中で、着陸時プルームによる機体への加熱評
価も、あらかじめ解決すべき技術課題である。特に、より
厳密な加熱評価を行うには、より現実的な条件のもとで流
れ場を再現し、情報を得ることが必要となる。例えば、噴
出口より近接地表面に噴出される高温度衝突噴流の振る舞
い、2 対の噴流同士の干渉による 2 次流れの形成（本機で
は着陸時 2 基のエンジンを想定）、物性の異なる流体組成
の混合（本機では水蒸気と空気の混合）、流れ場の非定常
性など。これらはいずれも本機着陸時に予想される流れ場
の環境であるが、極力実機条件に近い形でそれらを再現し、
そこから加熱評価に有効な情報を得ることは、設計上非常
に重要である。
本研究では、そのような状況を踏まえて、現時点で想定
している実機での着陸条件を適用して、着陸時プルームに
よる流れ場の流体解析を実施した。
２．解法
２．１ 流体解析
流体解析手法について述べる。
解 析 は JAXA/ JEDI セ ン タ ー 内 製 の 流 体 ソ ル バ ー LSFLOW -RG( Real Gas)を用いて行った。LS-FLOW -RG は、
LS-FLOW5)（任意多面体非構造圧縮性流体ソルバー）をベ
ースに、任意化学種、任意化学反応、超臨界流体の実在気
体効果等に対応すべく、LS- FLOW 機能拡張版として開
発された流体ソルバーである。解析手法としては、空間離
散化にセル中心有限体積法、時間刻みに 3 点後退差分近似
を用い、LU-SGS 法により時間発展的に陰解法を行ってい

る。その他の数値計算スキームに関しては複数の手法から
の選択が可能であるが、本解析では、再構築用勾配計算法
として Green -Gauss 法、勾配制限関数に Venkatakrishnan6)、
数値流束スキームに、SLAU7) (非粘性項)、Wang の方法 8)
(粘性項) を採用している。また、今回対象とする流れ場
（噴流）が、本質的に非定常現象であることを想定し、乱
流モデルとして DDES9)を採用することとした。
本解析で用いられる多成分系 3 次元非定常圧縮性 NavierStokes 方程式の概要は以下の通りである。
∂
QdV + 
∫ S ( Fe (Q) − Fv (Q) ) dS =
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∂t ∫V
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Ns

p = ρ RT ∑ Yi / M i
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(2)

i =1

Ns

∑Y = 1
i =1

i

(3)

式(2)は理想気体の状態方程式、式(3)は質量分率に対する
拘束条件である。なお、ここでは主要な変数は習慣的な命
名則に従うものとし、多成分系に関わるもののみを示して
おく。化学種 i に対して、Yi は質量分率、 U i は拡散速度、

hi はエンタルピー、hi0 は標準生成エンタルピー、R は普遍
気体定数、Mi は分子量、Cpi は定圧比熱である。なお、Ss
は化学反応によるソースタームであるが、本解析では化学
反応無しを仮定している。
拡散速度 は Fick の法則に従うものとし、式(4)を適用して
いる。また、定圧比熱 Cpi は JANAF のテーブルに示される
2 温度区分の 4 次多項式近似を適用した。Dim は混合気体中
の拡散係数である。


YU
− Dim∇Yi
i il =

(4)

３．解析条件
３．１ 機体形状および計算格子

解析対象である機体形状および解析条件について述べ
る。
先ず、機体形状をFig.1(a)(b)に示す。形状は、機体の
上半分が円錐と円錐台の組み合わせ形状、下半分が正方
断面形状（角部はR形状、Fig.1(b)参照）であり、それら
上下部分が滑らかに結合したものとなっている。また、
機体底面形状、エンジン取り付け位置（噴流の噴射位
置）、噴射口の径はFig.1(b)に示した通りである。

（b）Rear view and outlet position of plume
Fig. 1 Configuration of body
計算格子は、JAXA/ JEDIセンター内製の自動格子生
成ツールLS-GRID10)で作成した直交・物体適合ハイブリ
ッド非構造格子である。計算空間はx方向（機軸方向、
底面部x=0基準）に-95m~+0.5m、y方向、z方向それぞれ
-100m~0m、0m~100mとし、y=0面、z=0面を対称境界面
として機体周り全体の1/4計算空間に対して解析を行っ
た。計算セル数は約750万セルとなる。機体中央断面で
みた格子配置の遠景図および近景図をFig.2に示す。

Fig. 2 Configuration of body and mesh

（a）Side view

３．２ 気流条件
気流条件について述べる。
エンジンより噴出される噴流は、着陸態勢においては 4
基のエンジンの内 2 基のみを使用するものとし、Fig.1(b)に
示す噴射口 2 か所を噴射境界として与えている。さらに、
噴流の噴き出し条件は、実機ベースで推力レベル 40%およ
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び 100%の条件を想定して、噴出口圧力、温度、マッハ数
を与えた。なお、噴出ガスは H2O、雰囲気ガスは空気（N2、
O2）とした。雰囲気は標準大気条件（P= 1.01325E5Pa,
T=293.15K）とした。Table.1 に各推力レベルに対応した噴
流の噴き出し条件を示す。また、乱流プラントル数、乱流
シュミット数はそれぞれ 0.89、0.67 とした。
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への衝突に至っている。Fig.7 は、噴流中心軸上の温度とマ
ッハ数分布を示したものである。本解析条件（推力レベル
40%）では、流れは約 0.1m のポテンシャルコア部を経たの
ち、圧縮、膨張過程を経て、地表面直前で衝撃波を通過、
よどみ点では 3700K に達している。

Table.1 Plume conditions
推力レベル
圧力(Pa)
温度(K)
密度(kg/m3)
γ
Cp(J/kg/K)
音速(m/s)
ノズル出口流速(m/s)

40%
3.40E+04
2033
3.62E-02
1.19
2881.5
1056.6
3103.4

100%
7.12E+04
2074
7.44E-02
1.189
2897.4
1066.8
3133.2

４．結果と考察
４．１ 機体下面の衝突噴流構造
先ず、推力レベル 40%条件の解析結果をもとにエンジン
からの噴流により生ずる流れ場について調べる。
Fig.3 は、機体周り（z=0 対称面）の圧力分布を示したも
のである。非定常解析の結果、噴流と地面との衝突により
放出される圧力伝播の様子を確認することができる。
Fig.4 に、噴流近傍での温度分布と速度ベクトル場を示す。
物理量はいずれも非定常解析結果の時間平均値である。図
に示したように、機体底面より噴出された 2 対の噴流は直
ちに地表面と衝突し、よどみ点近傍で加熱される。また、
2 対の噴流は地表面に衝突後、地表面に沿った流れへと移
行し、その後、それらの流れ同士の衝突により 2 次よどみ
領域を形成している。図からは、これら 2 対の衝突噴流、
機体底面、地表面の 3 つに囲まれた狭い空間内に高温ガス
の循環領域が形成されているのが確認できる。Fig.5(a)(b)は、
機体底面と地表面の間での 3 次元的な温度分布の広がりを
示したものである。この図からも、高温の噴流からもたら
された高温ガスは 2 対の衝突噴流がもたらす 2 次流れに沿
って広がっていく様子が確認できる。

Fig. 3 Pressure distribution around the body
次に、噴流の内部構造を調べる。
Fig.6 は、噴流の中心軸を通る断面内での x 軸方向の流速
分布を示したものである。ここで、y=0 は機体の中心位置
に相当する。グラフに示す通り、噴流は機体底面から噴出
直後、周囲の静止流体との間に強いせん断層を形成するよ
うなハット型速度分布を有している。そして、地表面まで
の距離が短いため、十分な乱流遷移に移行する前に地表面

Fig. 4 Temperature and velocity vector field

(a) x-z sections

(b) x-y sections
Fig. 5 Temperature distributions
さらに、噴流の組成である水蒸気の循環領域内での分布
状況を調べる。Fig.8(a)は水蒸気の質量分率と渦粘性の分布
を示したものである。本解析では乱流シュミット数を 0.67
一定としており、結果的に渦粘性と同じオーダーで乱流拡
散がもたらされることになる。しかし、循環領域内での流
速は数十から数百 m/s であるのに対して、拡散速度は数
m/s のオーダーとなっており、水蒸気と空気の撹拌は主に
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移流によりもたらされているものと考えられる。Fig.8(b)は
各組成の質量分率、温度の分布を示したものであるが、噴
流の循環領域内(y=0~-0.6）で水蒸気の撹拌が進み、結果的
に、空気との混合比率は質量比で約 50%となっている。な
お、温度に関しては 2500K 程度にまで上昇している。

JAXA-SP-12-010

ると推力レベルにより流れ場の様相が大きく変化している
のがわかる。特に、加熱量評価に影響する温度分布は、循
環領域中心付近では大きく異なっている。

(a) Mass fraction of H2O and eddy viscosity

Fig. 6 Velocity distributions between base and ground
y=0 : symmetric section, y=-0.75 : plume center
x values : distance from body base

(b) Mass fraction along line A-A

Fig. 8 Mass fraction distributions

Fig. 7 Temperature and Mach number along plume axis
４．２ 推力レベルによる加熱量への影響評価
推力レベル 40%と 100%の各条件での解析結果を比較し、
加熱量の影響を評価する。
Fig.9 は噴流中心軸に沿った温度分布とマッハ数分布を推
力条件で比較したものである。グラフから明らかなように、
推力 100%の結果は、推力 40%の時に比較して、ポテンシ
ャルコアが伸び、圧縮過程から直ちに衝撃波を経て一気に
加熱される。なお、排出される噴流は、流速、温度ともほ
ぼ同等で圧力（および相当する密度）のみが異なるという
条件であるため、単位質量あたりの総エンタルピー量に大
きな差がない。このことから推測される通り、地表部よど
み点付近の温度は同等の値（3500~ 3600K）を示している
のがわかる。
次に、前節と同様に機体底面と地表面間の循環領域での
流れ場について比較する。Fig.10 は、推力 100%での機体下
面-地表面間の温度場および速度ベクトル場（いずれも時間
平均場）である。Fig.4 に示した分布（推力 40%）と比較す

Fig. 9 Difference by thrust level (100% and 40%)
Temperature and Mach number along plume axis
先ず、噴流の地表面衝突後の状況をみると、地表面に沿
う流れ同士が衝突するよどみ点領域において、推力 100%
では圧縮により再加熱されている。この高温のガスは地表
面に沿う流れの 2 次衝突によって生じた上昇流に沿って機
体底面に達している。しかし、推力 40%の場合に比べて循
環領域の中心付近の温度の上昇がそれほど顕著ではない。
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前節で述べたように、水蒸気の拡散速度のオーダーは数
m/s のレベルであり、推力条件の違いが拡散速度に大きく
影響しているとは考えにくい。したがって、温度分布の違
いは、3 次元的な流れの構造の違いに起因するものと推測
される。
Fig.11(a)(b)は、機体底面と地表面間（x=0.2m, y=-0.2m）
の面内での流速ベクトルと、水蒸気の質量分率を比較した
ものである。図から明らかなように、推力 40%では、噴出
口と対称面（y=0）に挟まれる領域で、水蒸気が 3 次元的
な渦構造によって撹拌されているのに対し、推力 100%で
は、局所的にではあるが、外部領域の空気が中心に向かっ
て流れ込むような構造を持っているのがわかる。推力
100%での循環領域中心の低温部は、この流れ場の構造によ
ってもたらされているものと推測される。

(a) thrust 40% (upr:x=0.2, lwr:y=-0.2)

Fig. 10 Temperature and velocity vector field
５．結論
任意多面体非構造圧縮性ソルバーLS-FLOW -RG を用いて、
再使用観測ロケットの着陸時の噴流（エンジン 2 基を想定）
の数値シミュレーションを実施した。解析結果から機体下
面の加熱評価のための流れ場の特性として、以下のような
結論を得た。


2 基のエンジンによりもたらされる 1 対の噴流は、地
表面で衝突後、さらに噴流同士が機体の中心部で衝突
し、機体底面と地表面の間に循環領域を形成するよう
になる。



この循環は、噴流組成である高温の水蒸気の撹拌を促
進し、機体と地表面の間で 2000K を超える高温領域
をもたらすようになる。



エンジン推力レベルによりもたらされる流れ場の変化
は大きく、結果的に、機体下面の温度場に大きく影響
することが定性的にとらえられた。

今回、再使用観測ロケット着陸時のプルーム加熱特性評
価のための初期検討として流体シミュレーションによる流
れ場、温度場の解析を行った。今後は反応の有無、実験と
の比較検証も含めて、さらにる加熱評価を行っていく予定
である。

(b) thrust 100% (upr:x=0.2, lwr:y=-0.2)
Fig. 11 Velocity vector and mass fraction of H2O
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地上試験設備による縮尺模型の自由飛行試験
丹野英幸、佐藤和雄、小室智幸、伊藤勝宏 (宇宙航空研究開発機構)

Free-flight testing with scaled models in ground test facilities
TANNO Hideyuki, SATO Kazuo, KOMURO Tomoyuki, ITOH Katsuhiro*1
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Japan Aerospace Exploration Agency, Kakuda, Miyagi 981-1525
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ABSTRACT
Free-flight test technique with scaled models based on ground test facilities has been
developing in JAXA Kakuda Space Center. The key technology for the test technique is JAXA
in-house miniature data-recorders, which are small enough to be on-boarded in test models. The
recorders were originally built for the free-flight force measurement in the shock tunnel HIEST.
The specification of the recorders is;(1) Sampling rate 100-500kHz, (2)4 to 10-channels (3)
Sensitivity 16bit and (4) Duration of 1300ms. The size of a recorder was 60mm diameter and
60mm height including batteries, which run 2 hours or longer. The recorder has been applying to
other wind tunnel tests and in particular ballistic range test in JAXA Kakuda Space Center. The
latest results including Lessons and Learned through the development of the technique were
reported in the paper.

１. はじめに
宇宙航空研究開発機構（以下JAXA）では、高温衝
撃風洞HIESTの試験精度向上を狙い、従来計測法とは
全く異なる風洞内自由飛行計測法の開発を行ってい
る(1)(2)。この計測法では、模型はワイヤ、スティング
等の支持装置はもちろんのこと、計測ケーブルも含
む外部との全ての接続からフリーであり、完全に無
拘束・自由飛行状態となる。当然ながら、模型に内
蔵された各センサー類（加速度計、熱電対、圧力ト
ランスデューサ）の計測値は、信号ケーブルで模型
外に伝達することが不可能なため、テレメトリーあ
るいは、模型が自立的に計測データの記録を行うこ
とが必須である。短時間計測ではデータの転送レー
トが膨大であり、テレメトリーは現実的では無い。
そこで模型に内蔵可能な超小型データロガーの開発
を実施した。JAXAはH22年度までに、電池を含めて
10cm x 10cm x 10cmの容積に収納可能な超小型デー
タロガーの開発に成功し、高温衝撃風洞HIESTでの風
洞試験を実施した。試験では、全長約30cmの鈍頭円
錐模型の3分力空力係数を高い精度で取得すること
に成功した。このデータロガーは、他の超秒時風洞
あるいはJAXAが保有するバリスティックレンジで
の自由飛行試験への応用を狙い、更なる改良を実施
中である。改良型データロガー試作機は既に数機完
成しており、この試作機を用いた従来型極超音速風
洞での空力試験、およびバリスティックレンジでの

遷音速不安定性試験がH24年度中に計画されている。
この報告では、模型内蔵型データロガーについて
述べると共に、HIEST自由飛行力計測試験の結果を示
し、現在進行中である、バリスティックレンジによ
るカプセル模型自由飛行試験ついて報告の概要を記
す。
２. 風洞内自由飛行計測法およびデータロガー
図1にHIESTを例とした風洞内自由飛行計測法のイ
メージを示す。模型は風洞試験部天井の模型支持装置
(HIESTでは磁力支持)に固定され、気流到達時に主流

Fig.1 The ‘Free-fall force measurement technique’.
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Table.1 Required specifications of the miniature data-logger.

Piezoelectric type(ICP) 6, Piezoresistive type 4
-10V to 10V
16bit
500kHz
400ms
Adjustable from -400ms to 0ms with onboard micro switch
IR photo-switch. (with LED indicator)
Adjustable from -10V to 10V
70mm x 70mm x 50mm
2 hours
USB

Axial force (N)

800

Shot1833
Ho=3.64MJ/kg
Po=13.4MPa

R20 blunt cone model

600

160
140
120
100

Pitot pressure

400

80
60

200

40

Fx

20

Pitot pressure (kPa)

Sensor type and number of sensors
Input
Resolution
Sampling rate
Duration
Pre-trigger
Trigger arming system
Trigger level
Size
Battery duration
I/O Interface

0

0
0

2

4

6

8

10

Time (ms)

Fig.3 Axial force and Pitot pressure histories obtained in
shot1833 ( H0=4MJ/kg condition).
Fig.2 Miniature data-logger mounted on the bottom
plate of the blunted cone. Three piezoelectric miniature
accelerometers and one piezoelectric pressure
transducer were instrumented inside the blunted cone.
中心に位置するタイミングで落下する。試験時間は数
ミリ秒、模型重量が数10kgであるため、たかだか数m/s
の模型落下速度の影響および空力荷重による位置の
変動は無視できる。試験後模型は試験部床に設置され
ている捕獲装置に軟着陸する。その後模型からデータ
ロガーを取り出し、データをPCに転送した後、模型お
よびデータロガーは再使用される。
この計測法成立の可否を決める技術課題は、模型に
内蔵可能な超小型・超高速のデータロガーの開発であ
るが、本ロガーのアーキテクチャの設定にあって、大
学等で多くの報告があるPICを使用したアーキテクチ
ャーの採用は行わなかった。PICは入手が容易且つ安
価であるが、このデータロガーに求められるデータ転
送量は16bit×500kHz×必要CH数であり、現在入手可
能な最も高速なPICを用いてもクロック速度が不十分
である。更に、PICへの要求機能はA/Dチップからのデ
ータをメモリに書き込むだけの極めて単純な動作で
あり、複雑・多機能な命令系を持つPICにはそぐわな
CLPD(Complex
い。そこで本ロガーでは PICの代わりに、

logical programmable device)を採用した。CLPDは
ロジック変更の柔軟性は無いが、ハードロジックで
あるため、PICに比較して極めて高速化が図れる。本
ロガーでは、更なる高速化と同時に小型化を確保す

Fig.4 Model releaser and model catcher in the HIEST
test section. Blunted cone model has already clutched
with the releaser. After the test, the model will be fall
down in the catcher, which was covered by the Kevler
sheets.
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17.5

18.0
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Fig.5 A photograph of the blunted cone just flying in the
HIEST test section. Hypersonic test flow (V∞=3km/s)
came from left to right. Shock wave around the cone and
slip line were apparently observed.

0.52

CN

0.50

るために4層ボードによる回路構成とした。このアー
キテクチャを検証するために、2機の試作データロガ
ーを製作した。

0.46
0.44
15.0

４． 10CH 小型データロガー(試作2号機)

本格的な3分力計測を実施するための試作2号機は、
加速度計用6CH(加速度計PCB352C65)、圧力計測用
4CH(圧力トランスデューサKuliteXCQ093)の構成と
した(2)。アーキテクチャは1号機と同じであり、チャ
ネル数の増大に伴ってロガー容積は70mm×70mm×
50mmに増大した。使用した模型は4CH用と同一の鈍
頭円錐であるが、自由飛行法での磁力模型支持装置
のために、磁性材料SUS410で製作した。模型そのも
のが電磁シールドとして機能するため、電磁石の励

15.5

16.0

16.5

17.0

AOA (degrees)

３． ４CH 小型データロガー(試作1号機)
試作1号機では、小型・高速作動、バッテリー容量
を同時に成立させると共に、許容される容積に収まる
かどうかを検証する目的で、チャネル数を4CHに制限
した。

-0.140
-0.145
-0.150

Cmy

試作ロガー1号機検証の風洞試験は、供試模型とし
て半頂角15度の鈍頭円錐模型(図2)を用い、HIESTで
平成22年に行われた(1)。風洞内部は試験時に真空とな
るが、この模型は、ロガーと電池を内蔵するために、
模型内部が気密構造となっており、2時間以上内部を
大気圧に保持できる。この試験はロガーの検証が目
的であるため、自由飛行試験は行わず、模型は2本の
ワイヤで風洞試験部に吊された状態で試験された。
試験条件はJAXA極超音速風洞試験と比較を行うた
め、HIESTでの最低よどみ点圧13MPa、最低よどみ点
エンタルピH0=4MJ/kgとした。模型迎角は0度で軸力
計測(加速度計PCB352C65)および模型先端Pitot圧
(圧力トランスデューサPCB113A21)の2CHのみの計
測を行った(図3)。計測結果は良好で、懸念されてい
た振動の影響・ノイズ等はHIEST既存の計測系を用い
るよりも改善された。

0.48

-0.155
-0.160
-0.165
15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

 (degrees)

Fig.6 Aerodynamic coefficients (CA, CN and Cm)
obtained in this free-fall measurement.

磁・消磁によるノイズの発生は皆無である。試験条
件は1号機検証試験と同様によどみ点圧13MPa、最低
よどみ点エンタルピH0=4MJ/kgとした。図4に模型試
験部の写真を示す。試験部天井に電磁石式模型支持
装置、床には軟着陸装置が設置され、供試模型であ
る鈍頭円錐は支持装置に取り付けられている。自由
飛行時の写真を図5に示す。模型迎角は16度に固定し
たが、落下時のぶれにより試験毎に多少のばらつき
が計測された。試験は21ショット実施し、落下によ
る模型およびデータロガーの不具合は発生しなかっ
た。この試験で得られた鈍頭円錐の3分力計測結果を
図6に示す。本計測法による計測精密度は極めて良好
で、2σの値は、CA、CNで±1%以下、CMyで±2%以下
と吹き出し型極超音速風洞と同等レベルの値を得た。
現在、この2号機をベースに、熱電対計測用の派生型
も設計・製作が完了している。
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５． バリスティックレンジ試験
JAXAで現在研究中である再突入カプセルの技
術的課題の一つとして遷音速領域での空力不安定
性がある。遷音速不安定性の風洞試験は、模型支
持装置（スティング等）による干渉があるため、
比較用データとして、自由飛行状態での計測試験
が必須である。JAXA角田は、直径100mmのプロジ
ェクタイルを最大飛行マッハ数2で射出するオー
プンレンジの2段式軽ガス銃HEK-Gを有しており
(図7)(3)、内部に加速度計およびデータロガーを内蔵
したカプセル形状プロジェクタイルを遷音速で射
出することで、自由飛行するカプセルのピッチお
よびヨー減衰係数を計測することを狙う。
HEK-G試験では試験時間、すなわちプロジェク
タイルの飛行時間が数百msとHIESTに比べて長い
ため、CLPDのクロック周波数を1/5下げることで、
サンプリング周波数を100kHzへ低下させる同時に
収録時間を1秒に延長した。
図8が直径100mmのHRVカプセル形状プロジェ
クタイルおよび2分割タイプのポリエチレン製サ
ボーである。図9に示される通り、データロガーは
プロジェクタイル底面に取り付けられる。計4個の
圧電型加速度計はピッチ・ヨー成分の計測のため、
全て軸方向に設置されている。
HEK-G試験はサボ-の作動確認および模型・デー
タロガーの回収技術を確立する目的で、予備試験
を実施中である。図10は全重量1.7kgのHRV模型を
射出マッハ数0.7で射出した際の連続高速ビデオイ
メージを示す。既にサボ-展開の確認および模型の
回収は成功している。
６． 極超音速風洞試験
JAXA-DLRの計測技術に関する共同研究の一環
として、上記HEK-G用カプセル模型を用いた極超
音速自由飛行風洞試験がDLR Koeln極超音速風洞
H2Kで平成24年5月に予定されている。H2Kは従来
型の吹き出し風洞で試験時間が長秒時となるため、
模型への熱負荷が衝撃風洞と比べ高い。模型内部
への高温ガスの流入を防ぐために分割部分は
O-ringによるシール構造とした。
試験目的は、吹き出し型風洞での模型・データ
ロガーの健全性の確認および計測の成立性である
ため、加速度計の配置はHEK-G用カプセル模型と
同じとしている。
７． これまでの知見と開発の方向
小型・高速・高精度・多チャンネルの仕様とし
ては、例を見ない高性能を確保している本データ
ロガーだが、更なる改良を継続中である。改良点
を以下にまとめる。
(1)充電型電池の採用
(2)チャージ型圧電トランスデューサの採用

JAXA-SP-12-010

Fig.7 Open-range two-stage light-gas gun HEK-G

Fig.8 HRV projectile and two-piece sabot for HEK-G.

Fig.9 Miniature data-recorder and Piezo-electric
accelerometers instrumented in a HRV projectile

(3)回路のモジュール化
充電型電池は開発当初から検討されていたが、
電池損傷による爆発の危険性とアンプ内蔵圧電型
トランスデューサ（ICP）の電圧が28Vと高い為に
見送られてきた。ICP型の代わりにチャージ型圧電
トランスデューサを採用することで、アンプ回路
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Fig.10 Sequential high-speed video
preliminary test (flight length = 3m)

Images

of

が全ての使用センサに対して同じ構成となりセン
サ使用についての自由度が格段に増加している。
本ロガーは今回の試験だけでなく、カプセル模型
の着水試験にも使用されており信頼性の評価が続
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圧縮波領域中の衝撃波発生点に関する数値的考察
金森正史(東大院 現 JAXA) ， 鈴木宏二郎 (東大新領域 )

Numerical Study on the Start Point of a Shock Wave in Compressive Region
Masashi Kanamori and Kojiro Suzuki (Univ. of Tokyo)
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1 はじめに

3 衝撃波発生点の解析的考察

緩やかな上り坂へ向かう超音速流れについて，著者らは

Landau & Lifshitz による特性曲線の理論 1) を用いて，圧縮

波が集積し衝撃波となる場所を理論的に導出することに成功
した 2) ．実際，同じ種類の特性曲線同士の衝突という衝撃波
の定義 3) に基づき，特性曲線同士が最初に衝突する部分を導
出した結果，衝突点の軌跡が特性曲線の包絡線に一致すると
いうことを示した．そして，衝撃波発生点が一様流マッハ数
M ∞ 及び壁面転向角 θwall に応じて，0 個から最大で 2 個存
在することを示した．
しかしながら，以上の結果は理論的に示されたものであっ
て，実現象として衝撃波発生点が 2 点発生するということを
確認した例はこれまでにない．そこで本稿では，上記の流れ
場を数値的に解析し，その結果から衝撃波検出手法 4, 5) を適
用して衝撃波のみを抽出することによって，理論的に得られ
た衝撃波発生点の分類の真偽を考察することを目的とする．

著者らはこれまでに，上記のように設定された流れ場にお
いて衝撃波発生点がどのように存在するのかを理論的に考察
した 2) ．ここでは，その結果を要約して示す．
Landau & Lifshitz 1) は，2 次元定常等エントロピー流れ
に対する圧縮性 Euler 方程式から φ をパラメータとする特性
曲線の方程式群を導出した．これらの特性曲線群は Fig.2 に
示すように互いに交差するから，それらが最初に衝突する部
分を極限的に導出することによって，衝撃波の発生点を求め
た．更に，衝撃波発生点の軌跡は特性曲線群の包絡線になる
ことを示した．

M∞

2 問題設定

Envelope curve

Fig.1 に示すような，緩やかな上り坂を過ぎる超音速流れ
を考える．Fig.1 において，α 及び φ �－φ はそれぞれ一様流
に対応するマッハ角及び特性曲線が x 軸となす角度である．
座標系 (x, y ) の原点 O は壁面が凹になり始める点に一致さ
せている．壁面は 2 本の直線が円弧によって滑らかに接続さ
れたものである．

Characteristics

S2

θwall
wall
Fig.2 The characteristics and their envelope curve

y

Characteristics

M∞

θwall

O

Cusp

S1

α

P

wall
φ �－φ

Fig.1 Problem setting

x

包絡線の形状は，一様流マッハ数 M ∞ 及び壁面転向角
θwall によって決定される．すなわち，衝撃波発生点は Fig.3
の下に示したように，包絡線が S1 から始まって尖点 (Cusp)
で折り返し S2 に到達する場合もあれば，S1 或いは S2 のい

ずれか一方のみが存在する場合もある．それらの分類をまと
めたものが，Fig.3 の上に示した M ∞ －θwall 線図である．こ
れは衝撃波発生点の個数を示した図であるが，図中の水色で
示された領域においてのみ，衝撃波発生点が 2 点存在すると
いうことが分かる．
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Fig.3 Classiﬁcation of the number of the start point of a shock wave2)

4 数値解析による衝撃波発生点の分類
本節では，先に示した流れ場を数値的に解析し，その結果
から衝撃波を抽出することによって衝撃波発生点を決定し，
それと理論的に導出された結果とを比較，考察する．

20

15

解析手法の概要
対象となる流れ場は Fig.1 に示すような領域である．ここ
で曲面の曲率 R は 5 に固定し，パラメータである一様流マッ
ハ数 M∞ は 1.25 から 1.5 まで 0.01 おき，壁面転向角 θwall
は 3 deg から 11 deg まで 2 deg おきに設定している．ただ
し，θwall = 11 deg の場合のみ，M∞ = 1.52 から 1.65 まで
のケースも追加してある．以上のパラメータの組み合わせを
M∞ − θwall 線図上にまとめたものを Fig.4 に示す．
本稿で扱う現象は，圧縮波と衝撃波の理論的取り扱いに対
応するものであるため，ここでは 2 次元非粘性の解析を行う
こととした．以上の現象は，圧縮波の集積による衝撃波の発
生であり，弱い波動を正しく扱うことが重要となる．そこで，
今回は 5 次精度陽的 WCNS6) によって高次精度化した原始
変数を用いた SHUS7) によって対流項を評価した．また，時
間積分には 3 次精度 3 段階の TVD Runge Kutta 法 8) を用
いた．格子点数は壁面に沿う方向及び壁面から離れる方向に
対してそれぞれ 965 点，500 点とした．

θwall

4.1

衝撃波検出法による衝撃波と圧縮波の判別
上記の手法を用いることで得られた解析結果に対して，著
者らが開発した衝撃波検出手法 4) に，圧縮波を取り除くフィ
ルタ 5) を導入することによって，CFD 解析結果から衝撃波
発生点を抽出した．この手法は，特性曲線の衝突部分を衝撃
波として抽出する手法であり，これに対してベクトル場の曲
率 κ を導入することによって，圧縮波と衝撃波を適切に判別

4.2
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Fig.4 Parameters chosen for numerical analyses (red:
chosen parameters)

することが可能になる．すなわち，各セルにおける衝撃波検
出結果に対してベクトル場の曲率 κ を求め，それが大きい
場合は衝撃波，小さい場合は圧縮波と判断する．その場合の
判断基準 κc は，解析結果の格子に依存するということが分
かっている．すなわち，計算格子の解像度に応じて，衝撃波
かどうかを判断する基準 κc の値が変わってくる．そこで本
稿では，格子解像度を 965×500 に固定し，更にパラメータ
(M∞ , θwall ) を理論的に正しいことが確認されているものに
設定することで，理論解と比較しながら κc を決定した．そ
の様子を Fig.5 に示す．Fig.5 において，青は衝撃波の理論
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解，赤は衝撃波検出結果を示す．κc の値を適切に調節するこ
とによって，衝撃波検出結果が減少している様子が分かる．
これは，κc よりも大きい値をとる検出結果を衝撃波として
残しているためである．この図から，今回の問題設定の場合
κc = 17 と設定することによって，圧縮波を適切に判別でき
るものと考えられる．
0.85

0.85

0.8

0.8

0.75

0.75

0.7

0.7

0.65
0.5

0.55

0.6

0.65

ピーであると仮定しているため，特性曲線は常に直線として
取り扱われる．一方で，実際には特性曲線同士が衝突を起こ
すと，衝突点の影響領域内を通る特性曲線は曲げられる．こ
れは，衝突点，すなわち衝撃波の発生点がエントロピーを生
成し，その影響によって新たなエントロピー状態を基にした
特性曲線の場が設定されるためである．この様子を Fig.7 に
模式的に示した．以上の理由から，特性曲線が次第に下流側
へと曲げられ，その結果それらの衝突点の軌跡もまた，下流
側へと曲げられることになる．しかし，このように特性曲線
が曲げられ始めるのは，特性曲線同士が最初に衝突した点，
すなわち衝撃波発生点より下流 (厳密にはその点の影響領域)
であるから，衝撃波発生点そのものは，CFD と理論解とで
一致するはずである．実際，Fig.6 を見ると，衝撃波面の形
状については，理論解と CFD との間で差異が発生している
が，衝撃波発生点自体は両者は良く一致している．

Theoretical

0.65
0.5

0.55

κc = 0

0.6

0.65

κc = 17

Fig.5 Determination of κc as a threshold of the distinction parameter (red: detected, blue: theoretical)
with the result (M∞ , θwall ) = (1.25, 5 deg)

解析結果
前節にて述べた解析手法を用いて CFD 解析を行い，その
結果から衝撃波を抽出することによって，衝撃波発生点の分
類について考察した．特に重要なのは，衝撃波発生点が 2 点
存在する場合，すなわち，Fig.3 で水色で示される場合であ
る．代表的なパターンにおける衝撃波検出結果と理論解との
比較を Fig.6 に示す．Fig.6 において，青は衝撃波面の理論
解，赤は衝撃波検出結果を示す．この結果から明らかなよう
に，理論解から予想された通り衝撃波発生点は確かに 2 点存
在していることが分かる．

SW
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4.3

1.4

Z.O.I.
Characteristics

Practical
SW

Start

1.4

Curved
1.2

1.2

Z.O.I.
Characteristics

S1
1

1

S1
Fig.7 Diﬀerence between theoretical and practical behaviors of the characteristics in the zone of inﬂuence(Z.O.I.)

S2
0.8

0.8

S2
1.2

1.4

1.2

1.4

(M∞ , θwall ) = (1.52, 11 deg) (M∞ , θwall ) = (1.55, 11 deg)
Fig.6 Comparison between theoretical and numerical
results for the case of two shock starting points (red:
detected, blue: theoretical)

しかし，理論解による衝撃波面と，衝撃波検出結果とは
僅かながらずれが生じている．これは，理論解における特
性曲線の取り扱いによるものである．すなわち，Landau &
Lifshitz による特性曲線の理論では，場の全体が等エントロ

以上の考察から，次のような場合に衝撃波発生点が理論解
と一致しなくなる可能性が考えられる．すなわち，衝撃波発
生点 S1 の影響領域内にもう一方の衝撃波発生点 S2 が存在
する場合である．先ほどの考察より，S1 の影響領域内では，
特性曲線はもはや直線ではなくなるため，それらの衝突点の
軌跡 (すなわち衝撃波面) は理論解とは異なることが分かっ
た．従って，S2 の位置もまた変更を受けることが予想され
る．以上の観点から，衝撃波発生点 S1 の影響領域を合わせ
て示し，もう一方の衝撃波発生点 S2 がどのような影響を受
けるかを考察した．
Fig.8 は，理論解及び衝撃波検出結果に合わせて S1 の影響
領域を描画したものである．S1 の影響領域は，S1 を出発点
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Fig.8 Eﬀect of Z.O.I on the position of the start point of shock wave

として特性曲線を描画することによって得られる．特性曲線
の描画法については付録 A にまとめた．Fig.8 の各図におい
て左上に示される丸は，衝撃波発生点の個数に応じて決まっ
た色をとる．すなわち，CFD の解析結果から判断して，衝
撃波発生点 S2 の位置が理論解と一致する場合は赤，異なる
位置にある場合は緑，完全に消失してしまう場合は青で示し
てある．なお，Fig.8 に示した図はすべて θwall = 11 deg で
あり，理論的にはいずれのマッハ数に対しても衝撃波発生点
は 2 点存在する条件となっている．この結果を見ると，S2 が
影響領域に入ったとしても，ある程度マッハ数が小さい場合
には S2 の位置に大きな変化はないということが分かる．そ
れに対して，M∞ = 1.63 を超えるマッハ数の場合に S2 は完
全に消失している．これは，特性曲線が曲げられた影響で，
S1 から発生した衝撃波が尖点に到達する前に強く曲げられ，
その結果 S2 の位置よりも下側 (壁面側) に移動してしまうた

め，理論的には S2 にあるべき衝突点に到達する前に特性曲
線が衝撃波と衝突してしまうためであると考えられる．
Fig.4 に示したすべてのパラメータ (M∞ , θwall ) に対して
同様の解析及び処理を行い，衝撃波発生点の個数の分類をま
とめたものを Fig.9 に示す．Fig.9 において，灰色，青，赤の
各色で示される点は，CFD 解析及び衝撃波検出によって衝
撃波発生点の個数を調べた結果であり，それぞれ 0 個，1 個，
2 個の衝撃波発生点に対応する．理論的には，#2 で示され
る水色の領域において衝撃波発生点は 2 点存在するはずであ
るが，今回の解析結果から，実際には Fig.9 下の図内に水色
で示される領域のように，縮小されるということが分かる．

This document is provided by JAXA

第 44 回流体力学講演会 / 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2012 論文集

付録 A

201

特性曲線の描画

特性曲線に沿った Riemann 不変量 P 及び Q の輸送方程
式は次式で表される 9) ．

15

#2

√

#0

√

θwall

10

M 2 − 1 cos θ + sin θ ∂P
+
M
∂x

M 2 − 1 cos θ − sin θ ∂Q
+
M
∂x

√
√

M 2 − 1 sin θ − cos θ ∂P
=0
M
∂y

M 2 − 1 sin θ + cos θ ∂Q
=0
M
∂y

(1)

この方程式に対して，特性曲線の方程式は常微分方程式系の
形で次のように表される．

5

#1

#1
0
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

M∞
15

#0
θwall
5

#1
0
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

(2)

これは，流線の微分方程式の右辺が置き換わったものと考え
ることができる．従って，流線の描画と同様に，適当な初期
値を設定し，そこから積分すればよい．
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d x
( M 2 − 1 cos θ ± sin θ)/M
= √ 2
( M − 1 sin θ ∓ cos θ)/M
dτ y
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M∞
Fig.9 Modiﬁed classiﬁcation of the number of the
start point of a shock wave

5 まとめ
緩やかな上り坂へ向かう超音速流れを CFD によって解析
することによって，圧縮波が衝撃波へと移り変わる点の存在
を検証した．著者らは既に，特性曲線の理論を用いて解析的
にこれらの結果について考察し，衝撃波発生点は最大で 2 点
存在するということを理論的に示したが，その結果は CFD
解析結果においても存在することが確かめられた．一方で，
衝撃波発生点の個数に関する理論的な分類は，CFD の結果
とは異なるものとなった．すなわち，上流側の衝撃波発生点
の影響領域内にもう一方の衝撃波発生点が存在する場合，後
者が消失することがあることが確認された．
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超音速三次元境界層の進行波モードの検出
高田晃輔 室蘭工業大学 ，高木正平，平田裕，坂上昇史 大阪府立大学 


Observation of crossflow traveling mode in 3-D boundary layer on a yawed
cylinder in Mach 2 flow
by
Kosuke Takada and Shyohei Takagi and Yutaka Hirata and Shyoji Sakaue

ABSTRACT
The present paper deals with instability and transition of 3-D boundary layer developing on a yawed circular cylinder with a sweepback of
60 degrees at Mach 2 in the supersonic wind tunnel of Muroran Institute of Technology. Visualized surface flow presents many striations
regularly aligned almost to inviscid streamline, while hot-wire survey shows time-dependent broad-band disturbances, both of which
originate from the so-called cross-flow instability. It is found that comparison of experiments and stability analyses shows good agreement.
The effect of condensation in the main flow on static pressure on a 5-degree semi-vertex cone model is discussed.
１．はじめに
高速航空機には後退翼が採用されている．後退翼は衝撃
波の発生を遅延ないし回避できることから，圧力抵抗及び
造波抵抗を軽減する効果がある．しかし一方で，横流れ不
安定が生じ，境界層を早期に乱流化に導くことが知られて
いる．
Fig.1 に後退翼上面の外部流線を示す．翼が後退すると，
その等圧線は主流と垂直でなくなるため前縁近傍では翼端
から胴体方向に，また後縁近傍では逆に翼端に向かう二次
流れが誘導される．この二次流れを横流れという．
境界層内の外部流線方向の速度分布と横流れ速度分布は
Fig.2 のようになる．横流れ速度は翼表面と境界層外縁で速
度が 0 となることから，境界層内の中間付近で最大となり，
その外縁近傍で変曲点を持つ．このような変曲点型速度分
布は，粘性型不安定に比べてより不安定であることは広く
知られ，後退しない翼に比べると境界層は早期に乱流遷移
が起こる．

支配的に成長する傾向にあるが，モード選択性に関しては
まだ論争中である．しかし，横流れ不安定に関する研究は
亜音速の領域で実施されており，超音速領域における横流
れ不安定の性質，特に進行波モードについては未検出のま
まである  ．そこで，マッハ２の超音速流で，後退翼前
縁を模擬した斜め円柱模型を用い，横流れ不安定の進行波
モードの同定を目的として実験的に調べ，線形安定解析と
比較した結果について報告する．また，境界層遷移は気流
変動に敏感であることから，実験に用いた室蘭工業大学超
音速風洞の気流評価も併せて行った．
２．実験装置
２．１ 超音速風洞
実験で用いた室蘭工業大学の大気吸い込み式中型超音速
風洞の鳥瞰図を Fig.3 に，また，Table 1 に風洞の緒元を示
す．３種類のノズルブロックが用意されているが，今回は
マッハ 2，10 秒間の通風で実験を行った．

Fig.1 Schematic of an inviscid streamline over a swept wing1)
Fig.3 Muroran I.T. supersonic wind-tunnel
Table 1 Specifications of Muroran I.T. supersonic wind-tunnel
風洞形式
間欠吸い込み式
試験マッハ数
Mach2，Mach3，Mach4
測定断面
400mm×400mm
通風時間
約 10 秒
真空タンク容積
100 ㎥×5

Fig.2 Profiles of streamwise and crossflow velocity1)
 横流れ不安定は定在型モードと進行波モードの２つのモ
ードに対して不安定であることが安定解析によって示唆さ
れており，どちらが乱流遷移に支配的かは環境条件により
異なる．定在型モードは翼表面の粗さに敏感であり，オイ
ルフロー法やナフタレンによる可視化により存在が確認さ
れている．一方，進行波モードは気流変動が大きい場合に

２．２ 気流評価実験
 気流特性を評価するため， Fig.4 に示した 10 度円錐模
型 を 製 作 し た ． 円 錐 模 型 は 全 長 250[mm] ， 先 端 か ら
70[mm]はステンレス鋼，それより下流部は断熱材として
広 く知 られた VESPEL を 使用 して いる ．先 端半 径は
0.14[mm]，先端より 120[mm]の位置に直径 0.5[mm]の静
圧孔を開け，Kulite 製非定常圧力センサーXCQ- 062 を埋
め込み，静圧変動の計測を行った．センサーの応答周波
数は 30[kHz]である．
実験に用いた超音速風洞は大気吸い込み式であるため，
大気の湿度の影響を受ける．湿度が高い場合には測定部
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の気流が水蒸気の凝縮によって白濁する場合も観察され
る．この凝縮効果を定量評価するため，測定部の気流直
角にレーザー光を透過させ，その透過光を PIN フォトダ
イオードで受光することで，レーザー光の透過率から凝
縮濃度の評価も併せて行った．

Fig.4 10-degree conical model
２．３ 横流れ不安定実験
横流れ不安定の実験には Fig.5 に示すような斜め円柱
模型を製作した．この模型は後退翼前縁を模擬しており，
後退角 60[deg]，直径 40[mm]，材料は SUS304，表面は黒
のツヤ消し塗装後に 8000 番のラッピングフィルムシート
で磨いた．
横流れ縦渦の波長計測にはオイルフロー法を用いて可
視化を行った．通風後に縦渦の痕跡を撮影して，画像解
析から波長を求めた．なお，通風中の可視化像の様子は
ビデオ撮影した．一方，横流れ進行波は定温度型熱線風
速計で検出した．通風中に熱線ブリッジに注入した白色
雑音に対する風速計の応答特性は 60[kHz]程度であった．
これに対して線形安定解析から予測される進行波の中心
周波数は 60[kHz]前後である．安定解析によると進行波
の中心周波数帯は下流方向にわずかに減少する傾向にあ
ること，本研究では下流方向に進行波の中心周波数の振
幅変化に着目するため，応答特性の不十分さは重大な計
測誤差を招来しないと考えている．
熱線プローブは Fig.5 と 6 に示すように，円柱先端か
ら 125[mm]の位置に取り付けた金属バンドに取り付け，
円柱周方向に手動で回転移動させた．線形安定解析によ
ると円柱付着線から 60 度下流位置の 99％境界層厚さは
およそ 0.35[mm]であることから，熱線の円柱表面からの
高さは，プローブの機械的振動も考慮して境界層内に位
置するよう目視で 0.3[mm]以下とした．

JAXA-SP-12-010

３．結果および考察
 ３．１ 気流評価
 絶対湿度（AH：Absolute Humidity）が異なる代表的な３
通りの大気条件下で，10 度円錐模型の非定常圧力センサー
で計測した静圧変動波形を Fig.7 に，これらの波形を周波
数分析した結果を Fig.8 に示す．なお，Fig.8 は見やすくす
るため，(a)に+30[dB]，(b)に+15[dB]のオフセットをつけて
いる．Fig.7 と 8 から，絶対湿度が高いほど，静圧変動が大
きくなっており，両者には相関が見られる．また，Fig.9 は
絶対湿度に対して，通風前のフォトダイオードの出力電圧
を１とし，通風時の出力電圧の透過率のグラフを示す．こ
の結果によると，AH=17[g/m3]以上ではレーザー光はほと
んど透過しないほど水蒸気の凝縮が起こり主流は白濁し，
逆に AH=5[g/m3]以下ではレーザー光の減衰はほとんど見ら
れず，凝縮は確認できなかった．絶対湿度が 3 ケースの中
で最も低い AH=1.9[g/m3]の条件では，全周波数帯に渡って
静圧変動レベルが小さく，周波数の増加とともに振幅もな
だらかに減少している．
一方，絶対湿度が最も高い AH=8.8[g/m3]の条件では，
200 [Hz]程度の周期的な振動を伴っていることが分かった．
このような周期変動は静圧だけでなく，Fig.10 に示すよう
に透過したレーザー光にも同様な振動が検出された．この
ように湿度があるレベルを越えると，超音速ノズルスロー
ト近傍に自励的な凝縮衝撃波が発生し，湿度が高いほど振
動周波数も高い傾向を示すことは知られている 4)．文献 4)
に習って相対湿度に対して本風洞で観測された凝縮振動の
周波数を Fig.11 に示す．図中には，文献 4)から引用した相
対湿度に対する振動周波数の次元解析から導き出したモデ
ル式も図示されている．本実験値はモデル式と良く一致し
ている．なお，Fig.10 に示されているように透過レーザー
光が極めて選択性の高い周期変動であることは，凝縮衝撃
波が二次元的に発生していることを示唆している．さらに，
レーザー光と受光ダイオードのセットを流れ方向に 5 組並
べ，周期変動する透過光の位相差から移流速度を求めた．
詳細は省略するが，凝縮変動は主流と共に流下しているこ
とが分かった．
絶対湿度が中程度の場合では，静圧変動の低周波成分に
比べて 10[kHz]近傍の帯域のレベルが相対的に高い．この
条件では気流の白濁は観察されず，レーザー光の減衰も殆
ど確認出来なかった．高周波成分が相対的に高い原因は未
解明のままである．

Fig.5 Swept cylinder model
Metal ring

Fig.7 Static pressure fluctuations on the 10-deg conical model

Hot-wire probe
Fig.6 Hot wire probe set on the swept cylinder model
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Fig.12 Static-pressure fluctuations vs AH
Fig.8 Spectra of static pressure fluctuations corresponding to
Fig.7

Fig.9 Transmittance of laser beam vs absolute humidity

３．２ 横流れ縦渦の可視化
 円柱の付着線から直角の周（下流）方向の角度をφとす
る．横流れ不安定は粗さに敏感であることから付着線近傍
領域の可視化は避け，特にφ=30~90 度の領域をオイルフロ
ー法で可視化した．その可視化写真を Fig.13 に示した．あ
る特定の間隔を持った多数の筋状の痕跡が確認できる．こ
れらの縦筋は横流れ不安定の縦渦の成長に伴う痕跡である
と推測される．そこで画像データをスペクトル解析するこ
とで付着線と平行方向の波長λZ を求め，線形安定解析に
よる結果と比較する．筋状の痕跡が明確に確認できるのは，
φ=50 度より下流で，付着線近傍に写し込んだスケールか
ら画像の左手領域では，波長は 1[mm]前後であるが，画像
の中央部においては，筋の間隔が大きく，縦渦が合体した
ようにも見える．φ=50 と 60 度位置における処理結果を
Table2 にまとめた．目視観察の通り，処理した結果は付着
線と平行方向のどの位置を採用するかに依存し，φ=50 度
における結果は，安定解析結果と良く一致しているものの，
φ=60 度においては解析結果のほぼ倍である．この不一致
は前述した渦の合体が原因しているのではないかと考えら
れる．ただ，模型表面に塗布するオイルが表面の粗さを導
入するために，熱線風速計などを用いた他の計測手段で再
確認する必要がある．

Fig.10 Spectra of photo diode and Kulite XCQ-062
絶対湿度に対して静圧変動の実効値を動圧で無次元化し
た結果を Fig.12 に示す．AH が低いほど静圧変動も小さく，
AH=2[g/m3]以下では気流変動レベルは 0.1[%]以下が達成さ
れており，低乱あるいは静粛な気流が実現されている．こ
のような静粛気流で，境界層遷移に関する実験を実施した．

Fig.11 Frequency of static pressure fluctuation due to
condensation vs relative humidity

Fig.13 Visualized stationary vortex by oil-flow technique
Table 2 λz comparison of experiment with analysis
50
60
φ(deg from attachment line)
λz (Experiment)㻌

0.92㻌

1.63㻌

λz (Stability Analysis)

0.82

0.96

３．３ 進行波計測
熱線風速計で計測した境界層内の変動を Fig.14 に，また
これらの変動を周波数分析した結果を Fig.15 に示す．φ
=40 度における変動波形は，低周波成分が支配的で，この
成分に高周波成分が重畳している．Fig.15 のスペクトル分
布から高周波成分は下流方向に増幅し，増幅帯域はφ=60
度では 20~100[kHz]に及び，その中心周波数は 60~65[kHz]
で，下流方向にやや減少している．一方，5[kHz]付近に中
心を持つ低周波変動は下流方向に減衰傾向にある．また，
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φ=60 度において 20[kHz]付近にも鋭いピークが確認出来る．
熱線プローブをハンマリング試験の結果，固有振動数であ
ることがわかった．従って，注目すべき変動は，中心周波
数が 5[kHz]付近と 60~65[kHz]の変動であり，その起源を同
定するために線型安定解析結果と比較・検討する．
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さて，φ=40 度で際だって検出された 5[kHz]付近に中心
周波数を持つ変動は，前述したように下流方向に減衰して
いることは注目すべきである．この事実は外部流線の曲率
の減少と対応しており，流線曲率不安定に起因する不安定
変動ではないかと推察されるが，比較する解析結果がない
ため，これ以上の考察は出来ない．
 これまで，主流静圧変動が 0.1%前後の条件で実施した境
界層遷移に関する結果を報告したが，湿度が高い場合には
横流れ進行波だけでなく，縦渦による筋状の痕跡も観察さ
れなかった．凝縮による主流変動の増加と関連していると
推察されるが，詳細なデータ処理は今後実施する予定であ
る．

Fig.14 Waveforms detected by the hot wire anemometer

Fig.17 Comparison of spatial growth rate of C-F traveling mode
with linear stability analysis
Fig.15 Spectra of growing disturbances at variousφ
φ=40~65 度において実験で検出された高周波変動の中心
周波数と空間増幅率を，それぞれ Fig.16 と Fig.17 に示す．
図には局所安定解析結果から得られた最も不安定な変動が
比較されている．実験で検出された高周波変動の中心周波
数については，安定解析結果に比べてやや大きい傾向を示
しているものの，空間増幅率は概ね一致しており，5[kHz]
付近に中心を持つ低周波変動ではなく 60[kHz]近傍に中心
を持つ高周波変動が横流れ不安定に起因する進行波である
と断定しても良さそうである．今後は，変動の波長や伝播
方向などの詳細な計測を計画している．下流方向に中心周
波数が減少しているのは，下流方向に境界層が厚くなるた
めと考えられる．なお，線形安定解析によると最も不安定
な波動の波長は約 1.13[mm]であることからその位相速度を
一様性流速で無次元化すると約 10%であり，低亜音速にお
ける横流れ進行波のそれと極めて酷似しているのは興味深
い 5）．

４．結論
 本研究は超音速境界層の横流れ不安定の特性について斜
め円柱模型を用いて実験的に調べ，その結果を安定解析と
比較した．また，実験に用いた超音速風洞の気流特性の把
握も同時に実施した．その結果，以下の結論が導ける．
1) 室蘭工業大学中型超音速風洞は絶対湿度が 2 [g/m3]以
下では主流静圧変動は動圧に対して 0.1%以下である．
2) 円柱表面の可視化で多数の筋状の痕跡が観察され，横
流れ不安定の定在型モードの成長を示唆しているが，
熱線風速計等を用いた別手法で再確認が必要である．
3) 一方，時間依存型の変動も熱線風速計で検出され，そ
の中心周波数と増幅率が安定解析結果と概ね一致し，
横流れ不安定に起因した進行波モードと同定できた．
参考文献
1) H. L. Reed and W. S. Saric.: “Stability of three dimensional
boundary layers”, Ann. Rev. Fluid Mech. 1989.
2) Takagi, S. and Itoh, N.: “Dispersive evolution of cross-flow
disturbances excited by an airjet column in threedimensional boundary layer”, Fluid Dynamics Research,
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Fig.16 Frequency at maximum amplitude
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超臨界圧噴流における極低温を含む噴射温度と圧力の影響
寺島洋史，越光男（東大）

Effect of injection temperatures and pressures on supercritical jet characteristics
Hiroshi Terashima and Mitsuo Koshi (Univ. of Tokyo)
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1. Introduction
液体ロケットエンジン噴射器では，超臨界圧の下，極低

圧力発展方程式を用いることである．これにより，非常に

温の酸化剤が噴出され，燃料との混合，燃焼現象が生じる

堅牢な解析が可能となる．界面において，圧力と速度平衡

[1]．混合現象に焦点を当てると，この流れ場では，1) 実

を維持することができる数値粘性項を含めて，以下の支配

在流体効果，2) 乱流混合，そして 3) 気液界面のような大

方程式を使用する．

きな密度/温度勾配の存在（熱力学的に異なる流体界面），
という 3 つの特徴が挙げられる．実在流体効果は，流体条
件に適した状態方程式や輸送係数の適用によってモデル化
される．一方で，乱流混合を解像するため，高次精度，高

∂ρ
+ ∇· (ρu ) = ∇· (
∂t

我々は，超臨界圧流体に対して，局所人工粘性の適用に
より高解像度手法を開発してきたが [2, 3]，臨界温度を下
回る極低温噴流の解析では，数値不安定性（圧力振動や密

,

(1)

∂ρu
+ ∇· (ρu u + pδ − τ )
∂t

解像度スキームの適用が望まれるが，大きな密度勾配が噴
流界面に存在するため，その適用は容易ではない．

ρ ∇ρ)

= ∇· (
∂p
+ u · ∇p
∂t
= − ρc2 ∇· u +

ρ (u

αp
cv β T

(2)

⊗ g)∇ρ) ,

(3)

1
∇· (τ · u − q) ,
ρ

度の over/undershoots ）に悩まされる結果となっていた．

ここで，ρ は密度，u は速度ベクトル，p は圧力，c は音

この問題を解決するため，熱力学的に異なる流体界面に

速，τ は粘性応力ベクトル，q は熱流束ベクトル，そして

対して，界面平衡を考慮した数値モデルと数値粘性項を提

δ は単位テンソルである．cv は定積比熱，α p は膨張係数，

案した [4, 5, 6]．本手法を適用することにより，上記した

そして β T は圧縮率である．g = (1 1 1) は，列ベクトル

ような数値的に厳しい流体条件に対しても，高精度スキー

である．状態方程式として，Soave-Redlich-Kwong (SRK)

ムの堅牢な適用が可能である．

方程式 [9] を用いる．粘性係数には Zeberg-Mikkelsen ら

本研究では，以前の解析手法では難しかった 100 K 以
下の条件（高密度比）を含め，幅広い噴射温度や圧力を用
いて解析することにより，超臨界圧噴流の特徴を明確にす

の model [ 10]，熱伝導係数には Vasserman and Nedostup

model [ 11] を用いた．
式 (1) と (2) に加えられた数値粘性項の係数

ρ

は，局

ることを目的とする．これまでも，超臨界圧噴流の解析は

所人工粘性 [12, 13] の考えを参考にして，次のようにモデ

多数行われてきているが [7, 8]，臨界温度以下の非常に低

ル化される．

い噴射温度（70 ∼ 80 K ）を対象とした解析は少ない．
ρ

2. Numerical method
本研究で用いる数値モデルの特徴は，通常の圧縮性流れ
支配方程式において，全エネルギー保存方程式ではなく，

= Cρ

c
ρ

nd
l=1

∂ r ρ r +1
∆
,
∂x rl l

(4)

ここで，n d は次元数，添え字 l(= 1 , 2, 3) は各格子方向を
表わしている．∆ l は格子幅である．r = 4 とし，陽的な 4
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次精度中心差分により微分項を評価した．上付きバーは近

500

似 Gaussian ﬁlter の適用を意味する．無次元係数 C ρ は，
Density / kg/m 3

本手法の唯一の任意パラメーターで，これまでの解析 [5, 6]
により C ρ = 0 .02 を用いる．当然ではあるが，式 (4) 以外
のモデル化も可能である．
本手法では，質量保存式 (1) に加えた数値粘性項が，界面

Exact
Present
FC

400
300
200
100

捕獲として働き，運動量保存式 (2) に加えた数値粘性項は，
界面において速度平衡を保つために加えられる [4, 5, 6]．式

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

x/m

(3) の圧力発展方程式を用いることで，どのような状態方

(a) Density

程式に対しても，界面圧力平衡を容易に満たすことが可能
である．また，圧力方程式には数値粘性は加えない．界面
において，圧力・速度平衡を満たすように数値モデリング

Exact
Present
FC

1.1
Normalized pressure

することが，気液界面のような大きな密度比を有する超臨
界圧極低温シミュレーションの鍵となることを明記する．
詳しい定式化や本手法の欠点である全エネルギー保存に関
する評価などは，[5, 6] を，多成分への拡張は，[6] を参照
いただきたい．
図 1 に，本手法（Present ）と通常用いられる保存系方程

1.0
0.9
0.8
0.7

式を用いた手法（FC ）の比較例を示す（FC では，式 (3)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

x/m

の代わりにエネルギー保存式を用いる）．接触不連続面移

(b) Normalized pressure

流の問題で，窒素，5 MPa の超臨界圧，速度 50 m/s ，密
度が 500 kg/m 3 for 0.25 ≤ x ≤ 0.75 m ，50 kg/m 3 for

Figure 1: Proﬁles of the advection of a contact disconti-

otherwise という条件である．保存系手法（FC ）では，圧

nuity.

力（速度）平衡が維持されず，大きな虚偽振動が発生する．
また，密度分布には，僅かではあるが数値振動が発生する．
一方，本手法（Present ）では，圧力（速度）平衡は維持さ
れ，密度分布においても，保存系で見られるような小さな
振動すら発生しないことがわかる．式 (4) で導入された数
値粘性項が，効果的に界面捕獲として働いていることを示
すものである．また，保存系手法では，仮に C ρ を大きくし
ても（数値粘性を強くしても），図 1 に見られる密度や圧
力振動は抑えられず，却って大きくなる傾向がある [5, 6]．

の噴流はエラー関数で y 方向に滑らかな分布を与えた．計
算領域は，噴流高さを H = 1 .0 mm として，400H × 100H
である．格子点数は，574 × 481 である．格子収束性を調
べた事前解析により，この格子点数で，噴流の平均量や変
動量（例えば，中心軸上の密度や温度分布）が，収束して
いることを確認している．最小格子幅は，x 方向に 0.04H
（入口部），y 方向に 0.01H （噴流せん断部）である．

この保存系手法の性質は，熱力学的に厳しい流れ条件にお
いて，高次精度スキームの堅牢な適用を難しくしている．
例えば，0.25 ≤ x ≤ 0.75 m の密度を 800 kg/m 3 に変えた
場合，C ρ を大きくしても，保存系手法では計算できない．

y
x

3. Results and Discussions

Figure 2: Schematic of a two-dimensional jet problem.

Computational conditions
2 次元平面噴流を計算対象とし，図 2 に概略図を示す．上

Table 1 に，圧力が 4 MPa の計算条件をまとめる．い

下は滑り壁，出口は圧力固定，その他は外挿とした．入口

ずれの条件においても，chamber の密度が 50 kg/m 3 ，温
度が 271.13 K である．速度は，噴流運動量 J = ρuu が同
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じになるように設定した．Table 2 には，8 MPa のケース
についての条件を示す．温度が 4 MPa のケースと異なる
ことに注意いただきたい．例えば，chamber の密度は 50

kg/m 3 と同じに設定しているが，温度は 518 K と大きく異
なる．平均量や変動量は，約 10 ms のデータで評価した．

Table 1: Conditions for 4 MPa case.
ρ jet kg/m

(a) ρ jet = 800 kg/m3

u jet m/s

Tjet K
82.1

1.2

400

20
√
20 2

126.9

3.6

200

40

132.9

4.5

3

800

Re ×10

5

Table 2: Conditions for 8 MPa case.
ρ jet kg/m 3

u jet m/s

Tjet K

Re ×105

800

85.0

1.2

400

20
√
20 2

141.2

3.3

200

40

174.6

1.8

(b) ρ jet = 400 kg/m3

(c) ρ jet = 200 kg/m3

Flow structures
図 3 に，圧力 4 MPaでの各噴射条件における瞬間密度分
布を示す．噴流せん断層における不安定性の発生，下流域

Figure 3: Instantaneous density distributions. 0 ≤
x/H ≤ 40.

で噴流そのものが蛇行し，周囲流体を巻き込むことで混合
が進む様子は，どれもほぼ同じである．噴流運動量はどの
条件でも同じであるが，噴流密度が大きい場合，噴流コア
がより下流まで進む傾向がある（噴流幅は狭まる）．圧力

8 MPa でも，流れ構造に大きな違いはない．

い．一方で，温度分布には明確な特徴が現れる．噴流密度
が 400 kg/m3 と 200 kg/m 3 では，無次元温度が単調に減
少していくが，800 kg/m3 は，下流域で温度があまり変化
しない平坦な分布を持つことがわかる．また，800 kg/m 3
と 400 kg/m3 のケースを比較すると，x/H = 40 くらい

4 MPa case

を境界として，上流と下流でそれぞれの温度変化の傾向が

まず，平均の無次元密度と温度を定義する：

変わっている．

ρ̄ − ρ ∞
,
ρ jet − ρ ∞

(5)

T̄ − T∞ ,
T＊ =
Tjet − T∞

(6)

ρ＊ =

この極低温噴流（80 K ）での特異な分布は，定圧比熱と
の関わり合いから説明が可能である．図 5 に平均定圧比熱
の中心軸上分布を示す．超臨界圧窒素の場合，臨界圧（3.4

MPa ）近傍かつ疑臨界温度（128 K ）付近で，定圧比熱が

ここで，添字 ∞ が chamber を，バーは平均値を意味する．

極大値を持つという特徴がある（図 6）．このため，噴流

図 4 に，噴流中心軸上の平均密度と温度分布を示す．噴

温度が臨界温度近傍の 400 kg/m 3 のケース（126.9 K ）で

流運動量は一定であるが，大きな噴流密度のほうが，長い

は，噴射直後を含め，上流側で大きな定圧比熱値を示す．

ポテンシャルコアを形成している．しかし，この傾向を除

しかし，周囲流体との混合により，下流域に行くにつれ，

くと，密度分布には，条件による違いはほとんど見られな

急速にその値は小さくなる．一方で，800 kg/m 3 のケー
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Figure 5: Mean cp proﬁle on the centerline.
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Figure 4: Mean proﬁles on the centerline.
Figure 6: Variation of cp as a function of temperature.
スでは，噴射直後の噴流定圧比熱は小さいが，周囲流体の
混合を通じて徐々に疑臨界温度に近づき，他の 400，200

kg/m 3 のケースとは異なり，下流域全般に渡って，比較的
大きな値を維持していることがわかる．これが，図 4 に示
した温度の平坦分布と強い関わり合いを持つ．すなわち，

800 kg/m 3 の極低温噴流のケースでは，噴流と周囲流体と
の混合の結果，定圧比熱の大きい流体が下流広範囲に分布
していることから，温度が停滞する平坦な分布が現れる．
平均定圧比熱空間分布を図 7 に示す．コンター幅は条

算出できない（c¯p = f ( T̄ , ρ̄ )）ことから明確で，温度分布
は流れの非定常性に影響を受けると予想できる．但し，仮
に，c¯p = f ( T̄ , ρ̄ ) が成り立つような流れであれば，定圧比
熱極大となる疑臨界温度で温度が停滞する分布になる可能
性はある．

8 MPa case

件間で統一していることに注意いただきたい．400 kg/m 3

図 8 に 8MPa のケースにおける中心軸上の平均密度，温

のケースは，噴射直後に大きな定圧比熱値を持ち，下流

度を，そして図 9 に定圧比熱分布を示す（定圧比熱の縦軸

域にいくにつれ減少していくことがわかる．一方で，800

は 4 MPa のケースと同じレンジとしている）．4 MPa の

kg/m のケースは，噴射直後の定圧比熱値は小さいが，周

ケースとは対照的に，8 MPa では，極低温噴流である 800

囲流体との混合により，下流広範囲に渡り，比較的大きな

kg/m 3 のケースにおいても温度の停滞部は見られず，無次

値を持つ様子がわかる．他のケースに対し，特徴的な分布

元温度の傾向はいずれの条件でも単調に減少する分布とな

であり，温度分布と強く関係付けられる．

る．これは，図 6 からもわかるように，8 MPa のケース

3

また，平坦になる温度は，定圧比熱極大となる疑臨界

では，定圧比熱に大きなピークがないためで，実際に，図

温度とは限らないことに注意したい．実際，今回の 800

9 の中心軸上分布でも値が小さいことがわかる．8 MPa の

kg/m のケースでは，平坦部は 148 ∼ 150 K の値となっ

ケースにおいては，極低温噴流の場合でも，明確な特徴は

ている．これは，平均温度と密度から，平均定圧比熱値を

確認できない．

3
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Figure 8: Mean proﬁles on the centerline in case of 8
MPa.
(c) ρ jet =200 kg/m

3

ると解釈できる．8 MPa のケースでは，変動量の大きさ
に違いはあるものの，その分布の傾向は，条件間でほぼ同

Figure 7: Mean cp distributions. 0 ≤ x/H ≤ 40.

じである．密度の変動量に関しては，条件間の違いはほと
んど見られていない．

Fluctuation characteristics
中心軸上の温度を以下のように定義して [8]，その変動
量で議論する．

4. Conclusions
これまで解析例が少ない極低温（≈ 80 K ）を含む広範

T+ =

T − T∞
,
T̄c − T∞

(7)

囲の条件を用いて，2 次元平面超臨界圧窒素噴流の解析を
行った．平均量と変動量から，窒素噴流の場合，臨界圧近

ここで，T は瞬間値，T̄c は中心軸上温度の平均値である．

傍（4 MPa ）かつ極低温（80 K ）のケースで，温度分布

式 (6) の無次元温度の定義とは若干異なることに注意いた

が特徴的になることを明らかにした．その理由を，定圧比

だきたい．

熱分布との関係から説明した．すなわち，極低温噴流の場

図 10 に中心軸上の温度変動量の分布を示す．4 MPa ，

合，下流域で温度が停滞する分布が見られ，これは定圧比

800 kg/m のケースでは，特に下流域において，比較的変

熱分布と強く関係付けられる．今回の解析では，噴流の定

動量が小さく，図 4 に示した平均量分布と同様にやや平坦

圧比熱が非常に大きい 126 K の低温噴流は，上流でやや

な分布になっている（分布が滑らかではないため，もう少

特徴的な分布を示すものの，下流域では周囲流体と混合す

しサンプル量を多くする必要があるかもしれない）．この

るため，他の条件との差異はあまり見られなかった．臨界

結果には一貫性があり，定圧比熱が大きい流体が多く存在

圧近傍かつ擬臨界温度よりかなり低い温度で噴射した場合

するため，温度変動が小さくなり，また平均温度も停滞す

にのみ，超臨界圧噴流の特徴が温度分布に現れる．

3
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Development of Rarefied Aerodynamic Databases for
Hypersonic Mars Entry Missions
by
Takashi Ozawa, Toshiyuki Suzuki, Hiroki Takayanagi and Kazuhisa Fujita (JAXA)
ABSTRACT
At Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), several Mars exploration missions have been recently proposed. In our
group, application of aerocapture technology to these missions has been studied so as to reduce the load of the spacecraft.
In order to improve feasibility of these missions, development of an aerodynamic database for aerocapture is crucial.
Since an attitude instability phenomenon in rarefied hypersonic flows is generally well-known and Mars atmosphere
pressure is generally lower than one percent of earth atmospheric environments, the aerodynamics in rarefied Mars
atmospheric environments must be well-evaluated. In this work, three-dimensional direct simulation Monte Carlo
(DSMC) computations were carried out to improve the prediction accuracy of aerodynamic coefficients.
１．はじめに
	
  近年，JAXA において次期火星探査ミッション(Mars
Exploration with Lander-Orbiter Synergy; MELOS)1)，
無 着 陸 サ ン プ ル リ タ ー ン ミ ッ シ ョ ン (Mars Aero-flyby
Sample Collection; MASC)2)3)4)，火星エアロキャプチャ
技術実証ミッション 5)等，様々な火星探査が計画されて
いる．これらのミッションでは，エアロキャプチャ技術
を応用したシステムが検討されており，エアロキャプチ
ャによる推進剤の削減が期待されている．しかし，エア
ロキャプチャを実現するためには，高精度な空力データ
ベースの開発が必要不可欠である．また，火星大気は地
球大気と比べて希薄であり，その大気密度は地球の 1%以
下である．従って，これらの惑星探査機を誘導制御する
ためには極超音速突入時における希薄空力不安定性の検
討が重要である．
	
  本研究では，現在 JAXA において検討が進められてい
る MASC ミッションで提案されている機体形状を想定し
て空力検討を行い，火星エアロキャプチャ技術実証ミッ
ションの空力特性 6)と比較検証する．ミッション概念設
計の結果，火星エアロキャプチャ技術実証ミッションで
は弾道係数 60kg/m2, MASC ミッションでは 700 kg/m2
の条件を満たすような機体形状がそれぞれ提案されてい
る．火星エアロキャプチャ技術実証機は図 1 のようなノ
ーズ曲率半径 0.4 m，反頂角 70 度の Sphere-Cone 型の
鈍頭形状，MASC エアロシェルは図 2 のようなノーズ曲
率半径 0.35 m，反頂角 20 度の Sphere-Cone 型形状であ
り，異なる機体形状の希薄空力不安定性に対する影響を
評価する．
２．計算手法
	
  本研究では，すべての流れ条件に適した火星ミッショ
ン空力データベースを構築するため，(1)数値流体力学
(Continuum Fluid Dynamics; CFD)7)及び修正ニュート
ニアン計算，(2)自由分子流計算，(3)モンテカルロ直接
(direct simulation Monte Carlo; DSMC)8) 希薄空力計算
の一連の計算を行い，空力データベース構築手法を確立
する．MASC ミッションは迎角(Angle of attack; AoA)9
度前後で火星大気に突入する計画であり，シェル形状は
迎角 9 度において揚抗比(L/D)0.4 で設計されている．従
って，本稿では MASC 空力の迎角依存性を検討するため，

予定トリム角 9 度前後の迎角 0 度，5 度，9 度，15 度に
おいて空力計算を行う．
	
  まず，連続流領域では修正ニュートニアン計算及び
CFD 計 算 を 行 う ． CFD 計 算 は ， JAXA で 開 発 中 の
JONATHAN(JAXA
Optimized
Nonequilibrium
Aerothermodynamic Analysis)7) コ ー ド を 用 い る ．
JONATHAN コードは，化学的，熱的非平衡効果を有す
る三次元ナビエ・ストークス方程式を Park の 2 温度モ
デルを用いて数値解析する．対流項については二次の
MUSCL スキームとともに AUSM-DV スキームを非平衡

図 1: 火星エアロキャプチャ技術実証機形状

図 2: MASC 機体形状
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流の場合に一般化して適用する．化学反応に伴うスティ
フネスを緩和するために陰的対角法を化学反応項に適用
し，対流項，粘性項に対してはローカルな時間ステップ
の陽的積分法を採用する．粘性係数，熱伝導係数，拡散
係 数 は Chapman-Enscog 理 論 の 一 次 式 よ り 計 算 す る
(JONATHAN コードの詳細は文献 7 を参照)．
	
  自由分子流計算には，無衝突 DSMC8)コードを用いる．
高度 200 km における流れ場条件を使用し，抗力・揚
力・ピッチングモーメント係数を計算する．壁面温度は
250 K とする．表面熱適応係数γを導入し, 表面に入射す
る粒子のうちの割合γが拡散反射し，割合(1-γ)が鏡面反射
すると仮定する. 本稿では，係数 γが 1.0(拡散反射), 0.9,
0.8 の 3 ケースで計算し比較検討する．また，全長 L が
1.76 m に対して重心位置(ノーズ先端からの距離 Xc で定
義)を 0.8, 1.0, 1.2m としてピッチングモーメントを計算
する．
	
  希 薄 流 領 域 の 計 算 は ， MOTIF(Modeling Of
Transitional- Ionized Flows)9)10) DSMC コードを用いる
(MOTIF コードの詳細は，文献 9 を参照)．MOTIF コー
ド で は ， 分 子 の 衝 突 周 波 数 モ デ ル は NTC(Non Time
Counter) 法 ， 分 子 衝 突 断 面 積 モ デ ル は VHS(Variable
Hard Sphere)モデルを採用している．さらに MOTIF コ
ードには，温度依存の回転，振動衝突数を用いた
BL(Borgnakke-Larsen)11) モ デ ル が R-T (Rotation Translation)，V-T (Vibration - Translation)エネルギー
交換モデルとして組込まれている．化学反応モデルは
TCE (Total Collision Energy)モデルを使用する．気体と
表面の相互作用には CLL(Cercignani-Lampis-Lord)12)反
射モデルを用いており，熱適応係数の物質，表面温度，
表面のラフネス等への依存性を調査することができる．
また，本稿では壁面温度は 250 K，表面熱適応係数は
0.8~1.0 と仮定する．衝突セルには多階層構造を導入し，
本稿では 2 階層で計算している．マクロパラメータのサ
ンプリングは定常状態に達したタイムステップから開始
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図 3: 連続流領域の空力係数：抗力・揚力係数比較(上)，
ピッチングモーメント係数(下)

JAXA-SP-12-010

する．タイムステップ，セル幅，ドメインサイズ，粒子
数は，計算結果がこれらのパラメータに依存しないよう
な適した値を用いた．MOTIF コードにおいて，機体に
及ぼす空力及びモーメントはサンプリングタイム∆t にお
いて式(1), (2)で与えられる．
(1)
pre
post
F = ∑ (mv p − mv p ) /Δt
p

[

]

M = ∑ m p (rp − rc ) × (v

[

pre
p

− v post
p ) / Δt

]

(2)
ここで €
p は粒子，r c は機体の重心位置である．また，抗
力係数 CD, 揚力係数 CL, ピッチングモーメント係数 CM
€
は下記の式で与えられる．
CD,L = FD,L /(π /8) ρ∞V∞ 2 d 2 (3)
p

CM = −M z /(π /8) ρ∞V∞ 2 d 3 (4)

ここで d は機体の代表長であり，MASC 機体ではベース
直径 1.5
€ m とする．
	
  本研究では，希薄流領域である高度
120, 107, 95, 90,
€
80 km の 5 高度において DSMC 計算を行う．各高度に
おける自由流れの条件を表 1 に示す．機体の突入速度は
およそ秒速 4.4 km であり，希薄度のパラメータであるク
ヌーセン数(Kn)は 5 から 0.01 までほぼ 3 桁変化している．

高度
km
119.5

表 1 MASC 軌道自由流条件
数密度
温度
速度
m-3
K
km/s
8.69×1016
218.4
4.40

107.2

3.73×1017

158.3

4.41

1.01

94.7

3.02×1018

118.6

4.42

0.11

89.6

6.48×1018

120.4

4.42

0.052

80.3

2.46×1019

129.3

4.43

0.014

Kn
(L=1.5m)
4.97

３．結果と考察
３．１．連続流解析
	
  初めに連続流領域の空力特性把握に向けて，修正ニュ
ートニアン計算を行った．さらに，JAXA の極超音速風
洞(Hypersonic Wind Tunnel; HWT)において基本空力性
能取得試験を行った．試験はマッハ数約 9.46, レイノル
ズ数 210,000 で行い，JONATHAN による CFD 計算結
果と空力係数を比較検討した．その結果を図 3 に示す．
ピッチングモーメント係数は迎角 0 度におけるよどみ点
位置（模型先端位置）周りの頭上げを正として比較した．
複数のマッハ数において実験を行った結果，この速度域
における各空力係数のマッハ数依存性は小さいことがわ
かった．また，図 3 に見られるように各空力係数におい
て HWT 結果と計算結果は定性的に良い一致を示してい
る．ただし，揚力においては CFD 計算は HWT 結果と良
く一致しているのに対して，修正ニュートニアンの結果
は最大で 25%過大評価している．また，迎角が 10 度以
上において数値計算結果は双方とも HWT 結果よりも高
いピッチングモーメント係数を予測している．本稿では，
空力データベース構築に向けて CFD 結果に最小二乗法を
用いて決定した値を連続流領域の空力特性として使用す
る．
３．２．自由分子流解析
	
  高度 200 km における突入条件において自由分子流空
力解析を行った．表面熱適応係数γが 1.0, 0.9 及び 0.8 の
3 条件，迎角が 0 度から 40 度の間で抗力・揚力係数を計
算し，その結果を図 4 に示す．図に見られるように，迎
角が 20 度以下においては迎角が高くなるにつれて抗力係
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数は徐々に低くなり，揚力係数は高くなる．迎角が 20 度
以上では抗力係数は徐々に高くなり，30 度以上では揚力
係数・揚抗比ともに低くなる．完全拡散反射の場合，迎
角 0 度において抗力係数は 2. 0 よりもわずかに高く，揚
力係数は迎角 9 度において約 0.014 である．しかし，γが
減少するにつれて鏡面反射率の増加に伴って抗力係数は
高くなり，γが 0.8 の場合迎角 0 度において抗力係数は
2.18 よりも高くなる．揚力係数においても同様の傾向を
みることができ，γが 0.8 の場合迎角 9 度において揚力係
数は約 0.08 であり，完全拡散反射の場合の約 8 倍の値と
なっている．すなわち，自由分子流領域では空力係数の
表面熱適応係数依存性は非常に高い．
	
  また，希薄空力不安定性を検討するため，重心位置を
0.8, 1.0, 1.2 m として３ケースでピッチングモーメント
を計算した．図 5 にピッチングモーメント係数の比較を
示す．Xc=1.0 m の場合，γが 1.0 と 0.9 の場合で CM は
ほぼ一致しているが，Xc<1.0m の場合，γが減少するほ
どピッチングモーメント係数も低くなり，Xc>1.0m の場
合は逆にγが減少するほどピッチングモーメント係数は
高くなる．また，Xc≤1.2 m 且つ AoA≤20 度の条件では
CM は単調減少であるが，Xc=1.2 m，AoA>20 度では CM
が増加し正の値となり，空力的に不安定となる．ただし，
重心位置が機体全長の 70 %より前方であれば予定迎角に
おいて CM が負であるので，火星エアロキャプチャ技術
実証機のような鈍頭形状と比較すると，希薄空力不安定
性効果は小さいことがわかる．
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温度等高線図の比較を図 6 に示す．3 高度の流れ場を比
較すると，低高度になるにつれて衝撃波離脱距離が短く
なっており，また衝撃層内の温度も高くなっていること
が分かる．高度 120 km では強い衝撃層が形成されず，
より拡散した衝撃層構造となっているが，高度 95 km よ
り低高度ではより連続流に近い構造となっている．衝撃
層の高温領域は高密度領域より拡散しており，高高度ほ
どその差は大きくなる．衝撃層の最高温度は高度 80 km
では 16,000 K 程度であるが，高度 120 km では 10,000
K 以下である．
	
  次に，連続流領域と自由分子流領域の間の遷移領域
DSMC 空力係数を式(1)-(4)を用いて計算し，ブリッジン
グ関数(Bridging Formula; BF)による空力係数と比較す
る．BF 関数は，下記の半経験式 13)14)で評価し，正弦二
乗モデルを適用する．

C = CCNT + (CFM − CCNT )sin2 φ , (5)

&0,
if Kn < 10 #a / b
(
" = '$ (a + blog10 Kn), if 10 #a / b % Kn % 10(1#2a )/ 2b
(
if Kn > 10(1#2a )/ 2b
€
)$ /2,
, (6)

!

３．３．希薄流解析
希薄流領域の空力特性把握に向けて，表11の
の 55 高度にお
希薄流領域の空力特性把握に向けて，表
いて DSMC 計算を行った．本小節では，空力検討が目的
であり，検討する領域では化学反応が空力に及ぼす影響
は小さいため，火星大気化学種を二酸化炭素と仮定し，
化学反応は考慮しない．まず，高度 120 km，95 km，80
km の 3 高度における遷移領域から連続流極限にかけて
の流れ場の遷移を比較検討した．迎角 0 度の場合の並進
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図 4:自由分子流における抗力・揚力係数
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図 5: 自由分子流におけるピッチングモーメント係数

図 6: 流れ場の遷移: 高度 120 km(上), 95 km(中)，80
km(下)における温度等高線図
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式中の C は CD, CL, もしくは CM であり，下付き文字の
CNT，FM はそれぞれ連続流(Continuum)，自由分子流
(Free-Molecular)を意味する．パラメータ a，b は通常そ
れぞれ 3/8，1/8 であるが，本稿では空力予測精度を高め
るため，抗力・揚力・ピッチングモーメント係数それぞ
れにおいて，ノミナル迎角 9 度の DSMC 結果に最小二乗
法を用いてこれらの係数を決定した．表 2 にその結果を
示す．ピッチングモーメントに関しては，重心位置が
0.8m の場合の計算結果を用いて決定した．
表 2 ブリッジング関数のパラメータ
a
b
Case
General
0.375
0.125
CD(DSMC, γ=1.0)
0.420
0.108
CL(DSMC, γ=1.0)
0.378
0.104
CM(DSMC, γ=1.0)
0.371
0.110

３．４．MASC 火星空力データベース
	
  前小節において，MASC エアロシェルの空力特性を
DSMC 結果と BF 法で比較検討した結果，クヌーセン数

図 7: 迎角 9 度における DSMC 計算結果とブリッジング
法の空力特性比較と熱適応係数依存性：CD・CL 比較(上)，
CM 比較(下)．
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  表 2 のパラメータを用いて迎角 9 度における MASC
エアロシェルの DSMC とブリッジング法による空力係数
の比較を図 7 に示す．熱適応係数がそれぞれ 1.0, 0.9, 0.8
の場合でそれぞれパラメータ a, b を求め，クヌーセン数
依存性を比較している．結果として，Kn が高くなるほど
抗力係数は高くなるが，揚力係数は低くなる．また，表
面適応係数の影響は流れ場が希薄になるほど高くなる．
抗力係数は表面適応係数が低くなるほど希薄領域で高く
なるため，連続流領域と比べて空力係数の変化率が高く
なる．それに対して，揚力係数は表面適応係数が低くな
るほど連続流領域の揚力係数と比べて変化率が低くなる．
次に，ブリッジング法による空力予測と DSMC 計算結果
の比較であるが，抗力，揚力ともにブリッジング法の結
果は，DSMC の結果と一致しており，表 2 のパラメータ
を用いて MASC エアロシェルの空力特性を把握すること
ができる．同様にピッチングモーメント係数に関しても
良い一致を示しており，連続流領域から自由流領域にか
けて表面適応係数が低くなるほど係数の変化率は高くな
る．
	
  さらに希薄空力特性の迎角依存性を検討した．通常エ
アロシェルの熱適応係数は 0.9 以上であるため，ここで
は機体壁面を拡散反射壁面と仮定して迎角 5, 9, 15 度で
DSMC 計算を行い，迎角 9 度のケースで求めたパラメー
タを用いたブリッジング法と比較した．図 8 に見られる
ように迎角 5 度から 15 度の範囲で抗力係数の迎角依存
性は低いが，揚力・ピッチングモーメント係数は，迎角
の変化とともに大きく変化している．また，ブリッジン
グ法による抗力・揚力・ピッチングモーメント係数はそ
れぞれ DSMC 結果と良い一致を示している．つまり，こ
の迎角範囲においては，迎角 9 度のブリッジング関数を
用いて空力予測が可能である．
	
  最後に，Kn が 5.0, 1.0, 0.1, 0.05, 0.01 の遷移領域 5 ケ
ースで迎角を変化させた場合の MASC エアロシェル空力
特性変化を図 9 に示す．まず，迎角が 0 度から 15 度の
間で三空力係数ともにブリッジング法と DSMC 計算結果
は良い一致を示している．ブリッジング関数による空力
予測は，抗力・揚力係数に関しては DSMC 結果と 5%以
下，ピッチングモーメントに関しては 10%以下の精度で
ある．揚力係数は高迎角となるにつれて徐々に高くなり，
ピッチングモーメント係数は Kn が高くなるにつれて低
くなる．
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図 8: 迎角 5, 9, 15 度の DSMC 計算結果とブリッジング
法の空力特性比較：CD・CL 比較(上)，CM 比較(下)．
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図 9: MASC エアロシェルの DSMC 計算結果と BF 法の
空力迎角依存性比較：CD(上)，CL(中)，CM(下)．

Kn，迎角 AoA をパラメータとしてノミナル迎角 9 度の
パラメータを使用した BF 法により評価できることが分
かった．従って，log10(Kn), AoA の 2 変数による全流れ
場領域の空力データベース(CD, CL, CM)を作成した．図
10 に見られるように，空力特性は Kn が 0.01 から 10 の
間で変化が大きく，希薄流領域における空力特性把握の
重要性を示している．迎角依存性については急激な変化
は見られず，重心位置が Xc<1.2 m を満たせば全流れ場
領域において CM が負であるため，希薄領域においても
機体は安定する．
３．５．火星エアロキャプチャ技術実証機との比較
	
  MASC エアロシェルと火星エアロキャプチャ技術実証
機の空力特性を比較する．火星エアロキャプチャ技術実
証機空力係数の DSMC 計算結果と BF 法の比較を図 11
に示す．重心位置は 0.4 m としてピッチングモーメント
を計算している．火星エアロキャプチャ技術実証機形状
では，迎角が高くなるにつれて抗力・揚力係数ともに

図 10: MASC 火星空力データベース：CD(上)，CL(中)，
CM(下)．
徐々に低くなる．CD の迎角依存性は火星エアロキャプチ
ャ形状の方が高いが，Kn 依存性に関しては MASC 形状
の方が高い．CL に関しては，MASC 形状では高迎角にな
るにつれて正に変化するのに対して，火星エアロキャプ
チャ形状では負に変化する．しかし，Kn 依存性は類似し
ており，Kn が低くなるにつれて CL の絶対値は大きくな
る．火星エアロキャプチャ形状の CM は，Kn が高くなる
につれて増加し，Kn が 0.2 より高い場合，CM は正に変
化し，希薄空力不安定となる．MASC 形状では，重心位
置がノーズ先端から全長の約 70%以内であれば希薄空力
安定であるのに対し，火星エアロキャプチャ技術実証機
が希薄空力安定であるためには，重心位置がノーズ先端
から全長の約 52%以内である必要があり，重心位置の制
限がより厳しい．従って，火星エアロキャプチャ技術実
証機形状の方が希薄空力不安定性に関して留意する必要
がある．
４．結論
	
  JAXA において計画されている MASC ミッションの実
現に向けて連続流から自由分子流領域にかけて MASC エ
アロシェルの空力特性を検討した．その結果，CFD 及び
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図 11: 火星エアロキャプチャ技術実証機の DSMC 計算結
果と BF 法の空力迎角依存性比較： CD(上)， CL(中)，
CM(下)．
修正ニュートニアン連続流計算，自由分子流計算，
DSMC 希薄空力計算の一連の結果に基づいてパラメータ
を決定するブリッジング法を用いて MASC 空力特性把握
が可能であることが判明した．連続流領域の空力特性に
関しては風洞試験結果と比較し，また遷移領域に関して
は DSMC 空力計算と比較することにより，ブリッジング
法による空力データベースの精度を検証した．MASC エ
アロシェルの 3 空力係数は，Kn が 0.01 から 10 の間の
遷移領域で大きく変化するが，迎角が 0°≤AoA≤30°，重
心位置が Xc≤1.2 m であれば希薄流領域において空力安
定である．
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Kriging 法を用いた Multi-Fidelity 空力最適設計法の検討と
超音速機主翼設計への適用
高木秀寛(首都大・院)，牧野好和(APG/JAXA)，金崎雅博(首都大)

Development of Multi-Fidelity Aerodynamic Design Optimization
Using Kriging Method for Supersonic Wing
Hidehiro Takagi (TMU)，Yoshikazu Makino (JAXA), Masahiro Kanazaki (TMU)

ABSTRACT
Multidisciplinary design optimization (MDO) is a practical key technology for the design of a supersonic transport
(SST). The computational cost of MDO including aerodynamic design, however, should be expensive with
high-fidelity CFD simulations. Therefore, surrogate models, such as response surface method or Kriging method are
promising techniques for efficient MDO. Nevertheless, the computational cost will be still expensive to conduct the
MDO using a surrogate model in practical time period because a lot of CFD calculations are required for global
search. In this study, a fusion of the database with a low-cost/ low-fidelity solver and a high-cost/ high-fidelity solver
in the Kriging model is considered to develop a more efficient global exploration method. A test problem with
mathematical equation models and a practical aerodynamic design problem of a supersonic wing are carried out to
investigate the efficiency of the proposed method. In the supersonic wing design, a linear panel method and a
structured Euler CFD solver are employed as a low-fidelity and a high-fidelity solver, respectively. As a result, the
total computational cost is drastically reduced with the multi-fidelity method while the same optimum solutions can
be explored as those with a single-fidelity optimization.

1. はじめに
交通需要の形態の多様化に応えるために航空輸
送においても長距離フライトの時間短縮が課題の
一つとして挙げられ, ソニックブーム等の問題を
解決した上で超音速旅客機(Supersonic Transporter:
SST)の実現に期待がかかる. 民間の超音速旅客機
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(Supersonic Business Jet: SSBJ)の研究開発
が世界的に行われている. Aerion 社の SSBJ や SAI
の QSST の研究開発が代表的な事例である[1]. 日
本でも JAXA において, 次世代超音速機技術の研
究として低抵抗・低ソニックブーム機体設計技術
確立を目的とした小型超音速実証機の開発・飛行
実験計画が進められている[2].
こうした設計開発においては, 近年の計算機の
性能向上により, 数値シミュレーション
(Computation Fluid Dynamics: CFD)を用いた設計が
主流となってきているが, 超音速機の設計では,
空力性能の向上以外にソニックブームの低減を図
る必要があり, 多目的設計問題を解く必要がある.
このような多目的設計問題には遺伝的アルゴリズ
ム(Genetic Algorithm: GA)などを用いた最適設計技
術が有望である. しかし, 超音速機巡航状態の地

上におけるブーム強度を CFD に基づいて評価する
ためには機体下方の広い空間まで高解像度で衝撃
波を解く必要があるため, 計算コストが高く, SST
の多目的設計を High-fidelity シミュレーションの
みに基づいて行うことは実用的ではない.
設 計 コ ス ト 低 減 の た め に 文 献 [3] で は 評 価 の
Fidelity を上げていく提案手法の研究も行われてい
る. 本研究では, Low-fidelity 解析と High-fidelity 解
析の相補的利用によって設計空間内の探査を行う
ことによる計算工数, 計算コストの低減を目標と
した手法の提案を行う. 線形パネル法解析を用い
た多量サンプルによる Kriging モデル[4]を補助モ
デルとして利用しながら, 少量サンプルによる
High-fidelity CFD 解析の設計探査の Kriging モデル
との差分評価を行うことで効率的な設計探査を行
う融合的な手法を検討し, 超音速機主翼の空力設
計に適用して計算コストの低減を中心に最適設計
効率について検討を行った.
2. 基盤とする設計探査法
2.1 多 目 的 遺 伝 的 ア ル ゴ リ ズ ム (Multi-Objective
Genetic Algorithm: MOGA)
GA は生物界における進化過程を模した計算ア

This document is provided by JAXA

220

宇宙航空研究開発機構特別資料

ルゴリズムで，多点同時探索により大域的な解を
得られることが知られている．優れた個体を選択
して，交叉や突然変異といった遺伝的操作を行う
ことにより，次の世代を形成し最適解を探索する
探査的最適化法である．
2. 2 Kriging モデル
Kriging モデルはサンプル点群の相関に基づく近
似手法である. 多峰性が予想される問題において
も高い精度で近似解を得られることが知られてい
る手法であり, 航空宇宙分野での適用例も多い[4]．
Kriging モデルによる任意の設計点 xi での近似解
y(xi)は(1)式で与えられる．
y (xi) = μ+ε(xi) (i = 1, 2, …., N)

JAXA-SP-12-010

を解析し，設計変数の主効果や相互作用分を推算
する．分散量は(4)式で表し, 分散量を得ることで目
的関数に対する設計変数の傾向を得ることができ
る.

∫ ∫

σ ( x ) = ... ydx1 ,..., dx i −1 , dx i +1 ,..., dx n − µ

∫ ∫

µ = ... ydx1 ,..., dx n

(4)
(5)

寄与度の大きさは上記の分散量に基づき，分散量
が大きいほど寄与度の割合も大きい．目的関数に
対する設計変数の寄与度を定量的に見ることは設
計問題全体の把握に有効であり, 本研究では従来
の探査法との比較において同等の探査ができてい
るかどうか調べるのに用いる．

(1)

ここで，μ はサンプル点群の目的関数評価値の平均
値，ε は μ からの偏差，N は設計変数の数である．
2. 2. 1 EI(Expected Improvement)値[4]
MOGA で非劣解探査を行う場合，計算量が多く
なってしまう．そこで，評価値を近似モデルで代
用する方法が考えられるが，この方法ではサンプ
ル点間で予測誤差がある部分で必ずしも実際の最
適な解となるとは限らない．そこで，本研究では
Kriging 予測値の最適性と予測誤差の影響を同時に
評価する EI(Expected Improvement)値を用いる．EI
値は次の(2)，(3)式で表され，両式とも最大化を行
う事で目的関数の最適値近傍で誤差が残るところ
を中心に探索することが出来る[4, 5]．目的関数の
最大化を図りたい場合，EI 値は変数 x の近似関数 ŷ
に対して(2)式に示すように表現される．


y - f max
y - f max

] + sf[
] (2)
E[ I ( x )] = ( y - f max )Φ [
s2
s2
ここで，s2 は最小 2 乗誤差，Φ は標準正規分布関数，
φ は確率密度関数である．また，fmax は Kriging モ
デルを作成する際に取得したサンプル点群の最大
評価値である．同様に，目的関数の最小化を図り
たい場合，EI 値は(3)式に示すように表現される．


f
f
-y
-y

E[ I ( x )] = ( f min - y )Φ [ min2 ] + sf[ min2 ]
(3)
s
s
fmin は Kriging モデルを作成する際に取得したサン
プル点群の最小評価値である．MOGA を用いて(2)，
(3)式の x に対する同時最大化問題を解くことによ
り，大域的探索の結果として EI 値に関する非劣解
集合を得る．これらの集合からいくつかの解を取
り出し，改めて実際の評価値を求めた後に追加サ
ンプル点とすることで，近似解の最適解近傍にお
ける精度向上と最適解の探索を図ることが出来る．
2. 2. 2 寄与度解析
各目的関数への設計変数の寄与度を定量的に調
べ, Multi-fidelity 設計探査法の有効性を示すため，
多変量解析手法の一つである分散解析(ANalysis Of
Variance: ANOVA) [4, 5]を適用した．ANOVA では構
築した近似モデルにおける各設計変数による分散

3. Multi-Fidelity 設計探査法
GA による設計探査法は Kriging モデル等の近似
関数法を組み合わせることにより効率化を図るこ
とができる. 文献[6]では初期サンプルの評価値よ
り Kriging モデルを構築し, EI 値の最大化を行うこ
とで追加サンプルを探査する手法を提案しており,
効率的な設計探査を実現している. この設計探査
法は Efficient Global Optimization (EGO)と呼ばれ,
第 1 図に示す手順により行われる. この手法は直
接 CFD を用いて MOGA などにより直接 CFD 等の
解析を行いながら探査する手法より効率的といえ
るが, High-fidelity 解析を用いる場合, 十分な大域
解探査のための計算コストは依然として実用的と
ならないことがある.
そこで本研究では Multi-fidelity 設計探査法によ
り最適解に到達するまでの High-fidelity 解析の回
数を低減できる手法を提案する. Multi-fidelity 設計
探査法の流れを第 2 図に示す.
本研究で提案する Multi-fidelity 設計探査法では
High-fidelity 解析設計の効率化を念頭に, まず, 計
算コストが高い High-fidelity 解析においては最低
限のサンプル数で Kriging モデル(A)を, 計算コス
トが低い Low-fidelity 解析においては十分なサンプ
ル数で Kriging モデル(B)をそれぞれ構築する. モ
デル(A)(B)の間にはサンプル点数の違いと Fidelity
の違いによる誤差がある. Multi-fidelity 設計探査法
では追加サンプルを下記(6)式の多目的解を求める
ことにより求める.
Maximize
EIA
(6)
Maximize
yˆ A − yˆ B
本手法ではモデル(B)は Low-fidelity ながら大域的
な設計情報を詳細に持つ補助モデルとしてのみ使
用し, モデル(A)のみに High-fidelity 解析に基づい
て追加サンプルを加えていくこととなる. 補助モ
デル(B)の情報を手掛かりとして効率的な追加サン
プルを行うことができれば, High-Fidelity 解析を行
う回数が低減され, 計算コストの低減につながる
ことが予想される.
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M=1.6, 巡航高度は 14.0km とした. また, 本研究で
は簡略化のため第 3 図のように小型 SST から垂直
尾翼とエンジンナセルを取り除いている. 主翼平
面形は先行研究である文献[6]より第 3 図に示すよ
う に 固 定 ( ア ス ペ ク ト 比 AR=2.5, 主 翼 参 照 面 積
S=175m2)し, 翼断面形の設計を行う. 第 1 表に各設
計変数名, 第 2 表にその範囲を示す. dv2 はキンク
のねじりを決定する重みであり, 翼端と翼根での
ねじりを内分するように (9)式により決定する.
(9)
θ(kink)=ω×θ(root)＋(1-ω)×θ(tip)
これにより, 主翼は全体として翼端に向けてねじ
り下がる. 内翼・外翼断面とも亜音速前縁であるた
めスパン方向への翼型は NACA64series を採用し,
翼型は, 内翼はスプライン補間, 外翼は線形補間
により曲面を定義する.

第 1 図 Efficient Global Optimization

第2図

4. 2. 2 数値解析法
Low-Fidelity の手法として, JAXA 開発による
CAD-based Automatic Panel Analysis System
(CAPAS)[7]を用いて線形パネル法に基づいて空力
性能評価を行う.
High-Fidelity の手法として, 構造格子による 3 次
元圧縮性 Euler CFD 解析を行う. 空間差分法に
Chakravarthy-Osher の高次精度風上 TVD 法, 時間積
分に対角 ADI 陰解法を用いる.

Multi-fidelity 設計探査法

4. 問題設定
4. 1 Branin 関数によるテスト問題
テスト問題として, (7)式の Branin 関数と(8)式の
近似関数を用いて本研究による Kriging モデル間の
差分評価の有効性の検討を行う.
2

5
5
1 



f ( x ) =  x2 − 2 x12 + x1 − 6  + 101 −  cos( x1 ) + 10
π
4π
 8π 



(7)

2

5
1 



f ( x ) =  x 2 + x1 − 6  + 101 −
 cos( x1 ) + 10
π
8π 




−5 ≤ x1 ≤ 10

(8)

0 ≤ x2 ≤ 15

(8)式は(7)式の x1 の４次の項を除いた関数である.
高次の項を取り除くことは流体方程式における粘
性項等の無視に相当すると考えることができる.
ここでは(7)式による 10 サンプルで構築された
Kriging モデルからスタートとし, 単目的 GA によ
る EI 値の最大化のみによる探査(EGO)と提案手法
(Multi-fidelity 設計探査法)による探査を行い比較す
る. 提案手法に用いる補助モデルは(8)式による 40
サンプルで構築された Kriging モデルとする.
4. 2 小型 SST の空力設計探査
4. 2. 1 設計対象
設計対象は JAXA により概念検討がされた小型
SST の主翼形状である. 本機体は 36～50 人のキャ
ビンスペースを有する機体であり, 機体長 48m, 全
備重量約 70ton である. 設計の飛行条件はマッハ数

4. 2. 3 設計における目的関数
本研究の設計目的は空力性能向上の単目的とし
た. 目的関数は, M=1.6 での超音速巡航時(設計揚力
係数：CL＝0.143)における L/D の最大化であり, (10)
式で示される.
Maximize L/D (M=1.6)
(10)
Subject to CL＝0.143
4. 2. 4 制約条件
超音速巡航時にトリム安定を取るために，重心
と風圧中心位置が同じ点にくるように水平尾翼舵
角を調整する．パネル法解析では, 尾翼舵角-3 度と
-5 度で CL =0.143 となる迎角を計算し, 風圧中心位
置を線形推算し, 巡航状態での尾翼舵角を決定す
る. Euler 解析においても巡航時トリム舵角と巡航
迎角の決定には, 1 形状につき 5 つの CFD 計算が必
要である. まず, 尾翼舵角-3 度の格子を作成し迎
角を-2, 2 度与え CFD 計算する．この 2 つの計算か
ら CLα, CMα が得られるので，CL =0.143 での迎角と
風圧中心位置を線形推算する．同様の計算を水平
尾翼舵角-5 度でも行い，風圧中心位置を推算する．
これら条件を基に，低迎角における線形関係が成
り立つものとし巡航迎角とトリム舵角を推算する．

第3図

解析モデル
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第 1 表 設計変数
dv1

ねじり(root)

dv2

ω(kink のねじりを決定)

dv3

ねじり(tip)

dv4

翼根キャンバー(25％コード長)

dv5

翼根キャンバー(75％コード長)

dv6

キンクキャンバー(25％コード長)

dv7

キンクキャンバー(75％コード長)

dv8

翼端キャンバー(25％コード長)
第2表

設計範囲

設計番号

最小値

最大値

単位

dv1

0.0

2.0

(°)

dv2

0.0

1.0

dv3

-4.0

0.0

(°)

dv4

0.0

5.0

(％)

dv5

-3.0

2.0

(％)

dv6

-2.0

2.0

(％)

dv7

-2.0

2.0

(％)

dv8

-3.0

3.0

(％)

5. 結果
5. 1 Branin 関数による試行
第 5 図は EGO による予測値の収束履歴, 第 6 図
は Multi-fidelity 設計探査法による予測値の収束履
歴を示している. x=X1=(-π, 12.275), x=X2=(π, 2.275),
x=X3=(9.424, 2.475)は極小値 f(x)=0.398 をとる点で
あり, 各点での近似解上における予測値を履歴と
して示している. 第 5 図より EGO では X3, X2, X1
の順に一つの点ごとに予測値が収束していること
が分かる. 全ての点で予測値が収束するのに多く
の評価個体数を必要としており, EGO では局所的
な探査が行われていると考えられる. それに対し,
第 6 図より Multi-fidelity 設計探査では全ての最小
点付近が同時に収束していく傾向があり, 少ない
評価個体数で近似解全体の精度向上がなされてい
る. Multi-fidelity 設計探査法は従来の局所的探査能
力を維持しつつ, 解空間全体を把握することが可
能ではないかと考えられる.
第 7 図は EGO による EI 値最大化のみにより追
加サンプルを行い, 十分なサンプル点数により構
築された近似解, 第 8 図は Multi-fidelity 設計探査法
で構築された近似解である. 黄点は極小値を示し
ており, 黒点が初期サンプル点, 赤点が追加サン
プル点である. 両者で同じ初期サンプルを用いて
いる. 第 7 図より EGO よる探査は 3 つの極値に近
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い領域を複数回探査しており, 大域的な探査は行
われているものの, 効率性に改善の余地があると
考えられる. それに対し, 第 8 図ではより少ないサ
ンプル点数で第 7 図と同程度の近似解が得られて
おり, 極小値に近い場所は概ね 1-2 回サンプリング
されるのみで全体を効率よく捉えている. 同等の
近似解を得るために EGO では 30 回のサンプリン
グを要したが, Multi-fidelity 設計探査法では 22 に減
少しており, Multi-fidelity 設計探査法は High-fidelity
解析に基づく設計探査の効率化に有望であると考
えられる.
5. 2 小型 SST の空力設計
EGO の計算結果は第 9 図, Multi-fidelity 設計探査
法の計算結果は第 10 図の通りとなった. これらの
サンプリング結果を基に設計情報を構築する.
5. 2. 1 計算コストの比較
EGO では十分に設計空間を把握するため, 初期
サンプルを 50 個体とし, Kriging モデル法での単目
的 GA により追加サンプルを 4 回行った. 総評価個
体数は 54 個体である. 制約条件より巡航迎角・巡
航舵角の決定を含め, 1 個体に対し 5 回 Euler 解析を
行うため 1 個体の計算コストは約 10 時間となる.
計算コストとして従来手法では約 540 時間である.
Multi-fidelity 設計探査法では, Low-fidelity 解析に
よる 50 個体の評価から補助モデルとして Kriging
モデルを構築する. Low-fidelity 解析は 1 個体に対し
て 3～4 分程度なので補助モデル構築にかかる計算
コストは約 2 時間半である. 初期サンプルを 20 個
体とし, Multi-fidelity 設計探査法による追加サンプ
ルは 3 回行った. 1 回の追加サンプル数は 3 個体と
したので, 総評価個体数は 29 個体である. 計算コ
ストは約 290 時間で, Low-fidelity 解析を含め, 約
293 時間程度となる. 本研究において, 評価個体数,
計算コストの大幅な低減が見られた. 以下で
Kriging モデルの精度, 設計情報の比較により, 提
案手法の有効性を考察する.
5. 2. 2 寄与度解析
EGO に よ る ANOVA の 結 果 を 第 11 図 ,
Multi-fidelity 設計探査法による結果を第 12 図に示
す. 第 11 図より EGO では dv5, dv6, dv7 の寄与が大
きいと分かる. 本研究の設計空間内ではキンクの
翼 型 で L/D が 大 き く 変 化 す る . 第 12 図 よ り
Multi-fidelity 設計探査法では各設計変数の寄与度
が多少異なるものの寄与が大きい設計変数は EGO
と同様に dv5, dv6, dv7 であり, キンクの翼型が重要
となっている.
ANOVA の結果, L/D に対する設計変数の寄与度
は従来手法, 提案手法で同様の傾向が見られ,
Multi-fidelity 設計探査法が大域的探査に有効であ
ると考えられる.
5. 2. 3 Kriging モデル
ANOVA の結果より, 寄与度の高い設計変数につ
いて Kriging モデルの精度を考察する. 第 13 図, 第
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14 図, 第 15 図にそれぞれ dv5, dv6, dv7 の Kriging
モデルの分散量を示す. 横軸の値は各設計変数を 0
～1 で規格化した値である. 黒の点線は
Multi-fidelity 設計探査法の初期サンプルのみの結
果であり, 追加サンプル後は赤線で示している.
また, EGO の結果は青線で示している. 第 13 図-第
15 図よりどの設計変数に対しても Multi-fidelity 設
計探査法の追加サンプルにより分散の曲線が近づ
いていることがわかる. 特に, dv6 の変化が顕著で
あり, EGO と Multi-fidelity 設計探査法の曲線は非常
に近づいている. Kriging モデルの精度として, 提
案手法により従来手法で構築されるモデルの精度
と同程度のモデルを構築できたと考えられる.

第5図

第 8 図 Multi-fidelity 設計探査法による近似解

EGO による収束履歴
第9図

第6図
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EGO の計算結果

Multi-fidelity 設計探査法による収束履歴
第 10 図

第7図

EGO による近似解

第 11 図

Multi-fidelity 法の計算結果

EGO による ANOVA の結果
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第 12 図 Multi-fidelity 法による ANOVA の結果

第 13 図 dv5 に対する分散量

第 14 図 dv6 に対する分散量
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6. まとめ
Low-fidelity 解析と High-fidelity 解析の相補的利
用によって効率的に設計空間内の探査を行った.
テスト関数による検討により Multi-fidelity 設計探
査法の有望性を考察し, 超音速機主翼の設計探査
に適用した Multi-fidelity 設計探査法を行った.
Kriging モデルを用いた従来の EGO による設計
法との比較から, Multi-fidelity 設計探査法では評価
個体数及び計算コストを低減させつつ, 同程度の
Kriging モデル精度が得られることが分かった. ま
た, ANOVA により, 寄与度の高い設計変数はキン
クの翼型を決めるものとなることが, EGO と同じ
く Multi-fidelity 設計探査法においても理解された.
寄与度が高い設計変数について分散値を比較し,
Multi-fidelity 設計探査法によって行った追加サン
プルにより, EGO と同程度の分散値となることも
分かった.
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Standard Dynamics Model における空力微係数の定常・非定常解析
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Steady/Unsteady Analysis of Aerodynamic Derivatives
on Standard Dynamics Model
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Keiichi Murakami, and Makoto Ueno（JAXA）
ABSTRACT
Standard Dynamics Model (SDM) is computed to validate the prediction of dynamics derivatives using grid generator “HexaGrid” and
flow solver “FaSTAR”. The static and dynamic derivatives are computed at M=0.6, Re=2.31×106, α=0−20deg. The forced oscillation
method is employed to compute the dynamic derivatives. The effects of local time step and number of inner iteration are investigated. The
computed results show good agreement with wind tunnel data. It is found that we have to evaluate the dynamic derivatives of SDM using
unsteady simulation since the effects of Czα̇ and Cmα̇ are rather large, and these are not considered in the steady simulation.
２．計算条件

１．はじめに

近年、CFD を用いて動安定解析が盛んにされるようになっ

計算対象として図 1 に示す Standard Dynamic Model (SDM)

てきた。このような研究は、動特性が重要な戦闘機の開発需

を用いる。SDM は安定微係数に関して異なる風洞で実験デ

要と関連していると思われるが，欧米で意欲的に取り組まれ

ータ

ている。具体的に，米国では、NASA Langley の COMSAC プ

較検討が可能であるためである。SDM は F-16 を元に簡素化

1

8-10

があり、数値解析

11

も行われているので、結果の比

ロジェクト やアメリカ国防総省の CREATE-AV プログラム

された機体であり、ストレーキを持つデルタ翼、水平尾翼、

の Kestrel の開発 2,3 で CFD による動安定解析に取り組んでい

垂直尾翼、機体下に 2 枚の安定板を持つ。また、下部にイン

る。非定常計算結果を用いて，非線形の動特性を同定したり

テーク形状もあるが，その流入面は塞がれている。平均空力

2

翼弦 c は 0.2646 m、代表面積 S は 0.163942 m2 である。実験

，舵の動きや空力弾性を考慮して六自由度の飛行運動を模擬
3

したりすることが可能であると報告されている ．また，欧

では，強制的に模型を振動させて，そのときの空力係数を時

4

州では SimSAC プロジェクト で CEASIOM という解析ツー

系列で計測し，その結果から安定微係数を求めている．本計

ルを開発し，DLR-F12 モデルで風洞試験と比較したり 6，

算でも同様の手法を用いる．

Ranger

5

2000 の飛行試験結果と比較したりして検証を進め
7

ている ．

計算条件を表１に示す．今回は，文献８に掲載されている
実験条件の中で，比較的計算の容易な条件を選択した．具体

以上述べたように，動安定解析のツール開発や検証の実績

的には，衝撃波干渉のない M=0.6 を選択した．また，積分時

といった観点では，日本は出遅れてしまっているが，解析に

間が少なくて済むように，無次元振動数は最も大きい

必要な要素技術はもっており，十分に追いつけるレベルにい

k=ωc/U=0.052 を選択した．ここで，ωは角振動数で，U は一

ると考えている．また，静特性に比べて動特性の風洞実験は

様流速度である．振動周期 T1=1/f=2π/ωと流れの時間スケー

装置の問題もあり難しいため，航空に限らず，宇宙の問題で

ル T2=c/U を比較すると，T1/T2=120 となる．つまり，振動

も解析に対するニーズが高まりつつある（HTV-R カプセルな

の一周期の間に 120 回流れが通り過ぎることになる．最も高

ど）
．そこで，本研究では，JAXA で開発している自動格子生

い振動数 k を選択したが，定常解析と比較すると比較的長い

成ソフト HexaGrid と、高速流体解析ソフト FaSTAR を活用

時間を計算することが必要になる．本来は剥離流を含む非定

し，効率的に動安定特性を解析できるツールの開発を目的と

常問題なので，DES 等の手法を用いることが望ましいが，時

する．コードの検証をするために，形状が公開されており，

間刻みを大きくとる必要があるため，本計算では実用的に

風 洞 試 験 デ ー タ が 豊 富 に あ る Standard Dynamic Model

URANS を用いて計算する．また，振幅幅はα1=1°であり，

(SDM)8 を対象に計算を行う．また，本解析では，定常解析と

ある迎角α0周りにα=α0+α1sin(ωt)で振動させる．

非定常計算の両方を行い，その違いを議論する．
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のCzq + Czα̇ , Cmq + Cmα̇ を算出する。この方法では，３．２

の方法と異なりCzα̇ とCmα̇ を求めることが可能だが，Czq やCmq

と分離することはできない．

Cm を例に解析手法を示す。ピッチングモーメント M を、

以下の線形近似式で表現するが、この式の α は、これまでの
記号でのα − α0 を意味する。
M = M0 +

図１ Standard Dynamic Model
表１

12

計算条件（文献 8 より）
6

レイノルズ数 Re

2.31×10

マッハ数 M

0.6

平均迎角 α0[deg]

0, 5, 10, 15, 20

片振幅 α1[deg]

1

無次元振動数 k

0.052

∂M
∂M
∂M
α+
α̇ +
q
∂α
∂α̇
∂q
= M0 +

ると

果から，静微係数のCzα = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 , Cmα = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑚𝑚 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕を求める

ことが可能である．
３．２

∂Cm ∂M⁄∂α
=
�0.5ρ𝑈𝑈 2 Sc
∂α

Cmα̇ =

∂Cm ∂M⁄∂α̇
=
�0.5ρUSc 2
∂α̇

Cmq =

∂Cm ∂M⁄∂q
=
�0.5ρUSc 2
∂q

Cm = Cm0 + Asin(ωt + ϕ)

ここで，

(3)

2 𝑐𝑐 2
A = �𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚 2 + �Cmq + Cmα̇ � � � ω2 α1
U

𝑐𝑐
�Cmq + Cmα̇ � � � ω
U
�
tan ϕ =
Cmα

状態している状態を解析する．注意すべきことは，q で回転

Cm を計算して，その差分から動微係数の𝐶𝐶𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕 や

Cmα =

(2)

である．この式にα = α1 sin(ωt)を代入すると，

速度 U、迎角 α0 でピッチング方向の回転速度 q で定常回転

ない状態で，CFD のみ解析可能な状態である．
異なる q でCz 、

U

となる．ここで，

定常回転解析

しているが，α̇ = 0である．これは，風洞試験では再現でき

𝑐𝑐

Cm = Cm0 + Cmα α + �Cmq + Cmα̇ � α̇

速度 U、迎角 α0 で定常飛行状態を解析する。各迎角におい
て、軸力 Z を無次元化したCz 、0.35MAC 周りのピッチング

一方、計算結果に最小二乗法を用いて、A とφを得ることが

𝐶𝐶𝑚𝑚𝑧𝑧 = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑚𝑚 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕を求める．本計算では，q0=0 とα1sin(ωt)で振

できる。式(2)と式(3)からCmα とCmq + Cmα̇ を求めると

３．１で計算する定常解析結果との差分を計算する．ちなみ

�Cmα̇ + Cmq � =

動させたときの最大角速度 q1=α1ωの２つの定常計算結果の

差分から微係数を計算する．つまり，新たに q1 で計算をして，
に，最大角速度の２倍の q2=2α1ωと q1 で計算したものも同じ
結果になることを確認しており，q0 から q2 の範囲では線形の
関 係 が あ る ． ま た ， こ の 方 法 で は ， Czα̇ = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑧𝑧 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕̇ や

(1)

この式を0.5ρ𝑈𝑈 2 Scで（Z の場合は、0.5ρ𝑈𝑈 2 Sで）無次元化す

３．空力微係数の計算方法
３．１ 定常解析

モーメントを無次元化した Cm を計算する。この定常解析結

∂M
∂M ∂M
α+�
+
� α̇
∂α
∂α̇
∂q

Cmα =

A
cosϕ
α1

𝑈𝑈 A
sinϕ
𝑐𝑐 α1 𝜔𝜔

(4)

(5)

となる．Czα , Czq + Czα̇ についても同様に解析を行う。

Cmα̇ = 𝜕𝜕𝜕𝜕𝑚𝑚 ⁄𝜕𝜕𝜕𝜕̇ を求めることができないが，定常計算の約２
倍のコストで微係数を計算できるため，後述する非定常解析
に比べて効率的に求めることができる．

３．３

非定常解析

定常解析結果を初期値として，ピッチング運動
α=α0+α1sin(ωt)を非定常解析する（図２）
。Cz 、Cm の時間履歴

を計算し、以下の方法で静微係数のCzα , Cmα と, 動微係数
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また，格子全体を回転させるために，移動格子法を用いて

U

M

α

いる．面で移動速度を定義し，その移動速度を用いて流束の
計算を行う．また，物体表面の境界条件には格子の移動速度

α(t)=α0+α1sin(ωt)

を与える．定常回転計算では，一定の回転速度を与える．非
定常計算では，回転速度と迎角変化を模擬するための格子速

Z

図２ 計算条件

度を与える．
非定常計算には，疑似時間を用いた dual time stepping 法を
用いる．慣性項は２次の後退差分で評価する．疑似時間の時

４．計算格子とソルバ
４．１

間発展には，local time stepping を用いると，LU-SGS の対角

計算格子
12

自動格子生成ソフト HexaGrid を用いて格子を生成した。
格子を図３に示す。本計算では，ピッチング運動だけを考え
ているので，格子は半裁のものを使用した．総セル数は約 679

成分は以下のようになる．



  3
ρ
1  1
3
1
Di = ∑ Vi 
+ A + ∑ ρ Aj S j I
+
 + ∑ ρ Aj S j I = ∑ Vi
2Dt CFL 2 j∈i
 2Dt Dt  2 j∈i
j∈i 
j∈i 



万セルで，表面のセルサイズは均一に 1.6mm とした．このセ

ここで，i はセル番号，j は面番号，V は体積，Δt は物理時

ルサイズであれば，平均空力翼弦を約 165 セルに分割する．

間，Δτは疑似時間，ρA はヤコビアン行列の最大固有値，S

またレイヤー格子の第一層高さは 0.02mm（y+=7 程度）とし，

はセル表面の面積である．

計 15 層作成した．

本計算では，無次元時間刻みΔt=0.1 で計算した．この時
間刻みで計算すると振動の一周期に約 2000step 入ることに
なる．このときの，内部反復の履歴を図４に示す．CFL=1～
50 までは変化が見られ，CFL が大きいほど収束性が良い．し
かし，CFL=500 の結果は CFL=50 とほとんど変わらない．CFL
が大きすぎると，計算が不安定になることがあるので，本計
算では，CFL＝50 を与えた．また，内部反復回数は 50 回と
した．内部反復回数 50 回と 100 回で比較したところ，ほと
んど同じ結果であり，動微係数の計算に影響しないことを確
認している．
0.0016
0.0014
0.0012
ΔCL

0.0010

図３ 計算格子
４．２

cfl=5

0.0008

cfl=10

0.0006

cfl=50

0.0004

cfl=500

0.0002

計算ソルバ

JAXA において開発されている高速流体ソルバ FaSTAR13

0.0000
0

50

100

150

iteration

を用いて数値解析を行った。FaSTAR は乱流モデル、移流項
図４

スキーム、再構成法などに様々なオプションを有するが、本

内部反復の収束履歴

計算において使用したオプションを表２にまとめる。デルタ
翼では，前縁剥離渦が存在するため，渦での過剰な渦粘性の

５．計算結果

生成を抑制する修正（SA-R）を用いた．

５．１

流れ場

図５に Cz と Cm の定常解析結果を示す．実験（文献８）
表２ 解析手法

と比較すると，15°以上の高迎角では，少し差が見られるが，

支配方程式

圧縮性 RANS 方程式

空間離散化

有限体積法（セル中心法）

乱流モデル

Spalart-Allmaras（SA-R）

図６(a)～(e)に各迎角の機体表面の Cp 分布を示す．前縁剥

移流項スキーム

HLLEW

離渦で低下した圧力も同時に描いている．迎角 10°辺りから，

勾配計算

Green-Gauss

勾配制限

Hishida

時間積分法

LU-SGS 法

全体的に良い一致を示している．高迎角の差の原因として，
後述する前縁剥離渦の予測精度が考えられる．

主翼前縁からの剥離渦が大きくなり始め，ストレーキからの
渦もできている．迎角が大きくなるに従って渦は大きくなり，
上方へ移動する．
図７に Cz や Cm に対する各パーツの寄与を示す．Cz に関
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し，低迎角では胴体とエンジンインテーク部分の割合が大き

験結果と良く一致しており，本ツールの有効性を示すことが

いが，迎角が大きくなるにつれて，インテーク部の割合は小

できた．ただし，最も高迎角の 20°では実験との差が見られ

さくなり，主翼と胴体の寄与が大きくなる．一方，Cm に関

る．改善するためには，前縁剥離渦の動的な予測精度を向上

して，低迎角では胴体とエンジンインテーク部分の割合が大

する必要がある．また，非定常計算では，定常計算では評価

きいが，迎角が大きくなるにつれて，水平尾翼と胴体の寄与
が大きくなる．HexaGrid では，全てのパーツに対して均一な

できないCzα̇ とCmα̇ の効果を評価することができる．本計算対

格子サイズで作成するので，胴体や主翼には多くの格子が作

必要があることがわかわった．

象では，これらの影響が大きいため，非定常解析で評価する

成されるが，尾翼の格子は比較的少ないため，特に Cm の精
度を議論する際には，尾翼の解像度に注意する必要がある．
以上述べたような流れ場に対して，動的な特性を以後調べ
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図５ 定常解析結果
(c) α=10°

(d) α=15°

(e) α=20°
図６

表面 Cp 分布（定常解析）
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複雑断面をもつ翼型の動的空力特性に関する数値解析
1)

濵﨑 勝俊 1)，鈴木 宏二郎 2)
東京大学 大学院 2) 東京大学 新領域創成科学研究科

Numerical Analysis on Unsteady Aerodynamic Characteristics of Corrugated
Wing Section
by
1)
2)
Katsutoshi HAMASAKI and Kojiro SUZUKI
1)
Graduate Student, the University of Tokyo, 2) Graduate School of Frontier Sciences, the University of Tokyo
ABSTRACT
It is important to realize the unsteady aerodynamics of the wing in relation to the flow field around it in low Reynolds number flow. In this
study, the numerical analysis of the two-dimensional flow around a corrugated wing section at Reynolds number 10,000 is carried out. The
calculated lift coefficient shows unsteady behavior, depending on the angle of attack. In the case of zero angle of attack, the calculated lift
coefficient shows almost steady behavior as well as periodic oscillation. However, the strong unsteadiness is shown in the cases of large
angle of attack. The chaotic feature of its unsteadiness is analyzed by the spectral analysis and the attractor reconstruction technique using
the time-delay coordinate, as well as the phase-plane plot. As a result, the spectral distributions in the cases of large angle of attack are
closely similar to the distribution of the Brownian noise. The observation of the flow field indicates that such feature is closely related to
the periodic or non-periodic motion of the separated vortices over the corrugated wing section. More advanced, essential realization of the
obtained spectral distributions similar to of the Brownian noise should be clarified with additional researches.

1.
序論
近年，災害救助や惑星探査等の需要から，レイノルズ数
（以下 Re 数）が 1.0 × 104 ～ 1.0 × 105 程度の気流中で飛行す
る小型航空機が注目されている．またそれによって，低 Re
数域における翼の空力特性および翼周りの流れに関する研
究が盛んに行われている．このような低 Re 数域においては，
翼表面上に層流剥離や剥離泡等を含む非定常流れが発生し，
翼が低 Re 数特有の空力特性低下を示すことが知られている
1)
．この特性改善のために，例えば DBD プラズマアクチュ
エータによる流れ制御 2)が研究されている．
低 Re 数域における翼の研究では，翼周りの流れ場および
空力特性の非定常性に注目することが重要と考えられる．
そこで本研究では，このような非定常性が強く見られると
予想される複雑形状をもった翼に注目した．このような翼
の代表例としては，低 Re 数域において高い飛行性能を示す
として注目されている昆虫の翅が挙げられる．以降，昆虫
の翅のように折れ曲がりをもつ翼をコルゲート翼と呼ぶ．
コルゲート翼については，羽ばたき翼としての応用と固定
翼としての応用の両面から研究されている 3)．例えば文献 4)
においては，トンボの翅を模擬したコルゲート翼と基本翼
を用いた風洞実験が実施され，空力係数の時間平均値によ
る議論が行われた．本研究ではこの先行研究を参考に，コ
ルゲート翼型周りの 2 次元流れについて数値解析を行った．
また，その結果を基に，翼型周りの流れ場と翼型の空力特
性の非定常性について議論を行った．なお数値解析によっ
て，翼型が大迎角をとる場合，特に揚力係数が強い非定常
性を示すことが明らかとなったので，本論文では揚力係数
のみを取り扱うこととする．
2.
解析手法
2.1. 対象翼型
本研究において解析対象とした翼型形状を図 1 に示す．一
般的に昆虫の翅には翅脈が複雑に分布しているため，翅全
体の形状を考慮した 3 次元流れの数値解析は計算負荷が大
きい．そのため本研究では，特に 0.7lrel 位置における翅断面
を取り上げ，2 次元解析を行うこととした．なお lrel は片翅

のスパン長さを意味する．翼型寸法については，先行研究 4)
で用いられた実験模型を参考にした．
表 1 に，本研究で用いた Re 数，一様流速度，大気密度お
よび粘性係数，迎角，代表値を示す．Re 数については先行
研究 4)の実験条件と同じく 10,000 とし，一様流の各値は地
球大気のデータから計算した．迎角については，流れ場が
強い非定常性を示すことを期待した ±20° と，それら比較対
象のための 0° ，計 3 種を採用した．
次節以降，特に断りのない変数は全て無次元化された量と
することに注意されたい．例えば図 2 における c は無次元化
された翼弦長，すなわち c = 1.0 を意味する．

図1

解析対象の翼型 4)
表1

レイノルズ数 Re
一様流速度 u0
密度 ρ 0
粘性係数 µ0
迎角 α
代表長さ L
代表速度 U

計算条件

1.0 × 104
1.84 [m/s]
1.21[kg/m3 ]
1.82 × 10−5 [Pa ⋅ s]
−20, 0, 20 [deg]
82.1[mm] (＝翼弦長 c )
1.84 [m/s] （＝一様流速度 u0 ）
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2.2. 流れ解析
支配方程式には，無次元化および一般座標化された非保存
形の非圧縮性 2 次元 Navier-Stokes 方程式と連続の式を用い
た．無次元化のための基準量には，表 1 の代表値を用いた．
t , p, ( x, y ) , (ξ ,η ) はそれぞれ無次元時間，圧力，デカルト座
標成分，一般座標成分を意味する． ( u , v ) はデカルト座標系
における速度成分， J は座標変換のためのヤコビアンであ
る．
∂u
∂u
∂u
∂p 1
+u
+v
=
− +
∆ x, yu
∂t
∂x
∂y
∂x Re
∂v
∂v
∂v
∂p 1
+u +v =
− +
∆ x, yv
∂t
∂x
∂y
∂y Re

∂u ∂v
0
+
=
∂x ∂y

∂ 1
∂
∂ 
=
− yξ
 yη

∂x J  ∂ξ
∂η 
∂ 1
∂
∂ 
=  − xη
+ xξ

∂y J 
∂ξ
∂η 
J=

xξ
xη
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揚力係数 Cl の計算にあたっては式(4)を用いた．ここで
 
p,τ , n はそれぞれ圧力，粘性応力テンソル，翼型表面上の
微小線素 ds における単位法線ベクトルを表す．また添え字
の 0, y はそれぞれ，一様流における値，デカルト座標系上
のベクトルの y 方向成分を意味する．
 
Cl = ∫  − ( p − p0 ) n y + τ y ⋅ n  ds

(4)

S

(1)

(2)

(3)

yξ
yη

これらの支配方程式に対して，表 2 に示す解析手法を用い
た．非圧縮性流体の数値解析では，レギュラー格子を用い
るとチェッカーボード状の数値振動が発生しやすいという
問題がある．これを回避するためにスタガード格子やコロ
ケート格子がよく用いられる．しかし本研究のようにデカ
ルト座標系ではなく，一般座標系を用いて Navier-Stokes 方
程式を解く場合，スタガード格子やコロケート格子を用い
ると定式化が煩雑となり，計算負荷の増大が懸念される．
本研究においても，下流側の遠方圧力場で弱い数値振動が
見られた．しかし空力特性の変動に対して支配的ではなく，
この問題は無視できると判断した．そのため本研究では，
レギュラー格子を用いている．
図 2 に計算領域，各境界条件，翼型近傍の格子点分布を示
す．翼表面上では非すべり境界条件を用いた．外側境界で
は，上流側において速度および圧力に一様流条件を用いた．
下流側において速度に 0 次外挿，圧力場に一様流条件を適
用した．計算格子には，双曲型方程式によって生成した
ξ × η= 474 × 201 点の格子点からなる O 型格子を用いた．こ
こでは， ξ は翼表面方向， η は放射方向と定義した．最小
格子点間隔は，翼表面上における η 方向の 1.0 × 10−4 c とした．
外側境界は，その全域において翼型からの距離が約 50c と
なるように格子生成を行った．
表 2 解析手法
支配方程式
非圧縮性 Navier-Stokes 方程式
連続の式
数値解法
MAC 法 5)
圧力場
SOR 法
空間差分：中心差分
速度場
時間進行：Euler 陰解法
粘性項：中心差分
移流項：K-K スキーム 6)
計算格子
O 型： 474 × 201 点
物理量配置 レギュラー格子配置
乱流モデル
なし
境界条件
（図 2 に示す）
空力係数
（式(4)を用いる）

(a) 計算領域と各境界条件

(b) 翼型近傍の格子点分布
図 2 計算格子
2.3. 空力特性の非定常性解析
序論で述べたように，本論文では揚力係数の非定常性，す
なわち時間変動を扱う．時系列データの解析手法としては，
高速フーリエ変換(FFT)によるスペクトル解析，時間遅れ座
標系  f ( t ) , f ( t + σ ) , f ( t + 2σ )  を用いた位相点の軌道解析
（アトラクタ再構成）を行った． f ( t ) は任意の時系列デー
タ， σ は時間遅れ値を意味する．アトラクタ再構成は，特
にノイズを含むような現実の計測データから元の力学系お
よびその特性を考察する際に有用な手法とされる．時系列
データと再構成されたアトラクタの対応を図 3 に示す．
次に時間遅れ値 σ に対するアトラクタ描像の変化につい
て述べる．一般に σ が非常に小さい時，各軸の値は強い相
関を持ち，アトラクタは立体構造を失い直線状になる． σ
が大きい時は各軸の値の相関が弱くなり，再構成されたア
トラクタは元の時系列データの特性を示す描像としては不
適切となる．図 4 は，周期 40ms の正弦波に対するアトラク
タの再構成例である．実際には 40ms より大きい時間遅れ値
を用いてもリミットサイクルを得ることはできるが，その
ようなアトラクタから元の波形の周期 40ms という情報は得
られない．このように，時間遅れ値 σ には，元の時系列デ
ータの特性を適切に図示できる上下限が存在する．特に上
限値については，信号処理におけるサンプリング定理およ
びナイキスト周波数の論理に類似していると考えられる．
なお， σ の最適値に関する統一的な決定法は未だ議論の対
象とされており 7)，本論文においては言及しないものとする．

This document is provided by JAXA

第 44 回流体力学講演会 / 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2012 論文集

233

(a) 速度ベクトル

図5

(b) 渦度分布
迎角 0° での瞬時の流れ場の様子

図 3 時系列データとアトラクタの対応

図 4 時間遅れ値によるアトラクタの変化例（元の波形：周
期 40ms の正弦波）
3.
結果および考察
3.1. 迎角 0° の場合
図 5 に，翼型近傍流れの瞬時の様子を示す．この図から，
流れは翼型凸部において剥離および再付着し，その間の凹
部において剥離領域が形成されていることが分かる．図中
の領域 A において，渦度分布が約 0.80ms の周期をもって変
動する様子が目視によって確認された．また領域 B におい
ては約 0.68ms の周期をもった渦度の変動が確認された．こ
れらはそれぞれ周波数で1.25kHz ， 1.48kHz に相当する．
図 6(a)に，揚力係数 Cl の時間変化を示す．この図から，
迎角 0° における Cl の時間変化は周期振動に収束することが
分かる．この周期振動の区間に対する FFT の結果を図 6(b)
に示す．これによればピークは約1.25kHz にあることが分か
り，領域 A における流れの変動が Cl の変動に対して支配的
であると考えられる．領域 B の変動に対応する約 1.48kHz
のピークは見られなかったが，異なるいくつかの周波数値
においてピークが現れた．図 6(c)は， Cl の時間履歴から再
構成したアトラクタを示す．スペクトル解析によって得ら
れたピーク値1.25kHz から，時間遅れ値を σ = 0.2ms として
アトラクタ再構成を行った．この図によれば，軌道はほぼ
円に収束していることが分かる．これは図 3 におけるリミ
ットサイクルに類似した構造であり， Cl の時間変化が定常
振動に近いことを意味している．空力特性が時間的に安定
している理由として，渦度が生成されて拡散するまでに移
動する距離が翼型凹部のサイズとおおよそ一致しているこ
とが考えられる．すなわち翼型凹部は流れ場として閉じた
状態にあり，内部流れは剥離領域として安定していると予
想される．

(a) 時間履歴

(b) スペクトル分布

(c) 再構成されたアトラクタ
図 6 迎角 0° での Cl の時間変動
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3.2. 迎角 20° の場合
図 7 に，翼型近傍の瞬時の流れ場を示す．この図から，流
れは翼型の前縁近傍において剥離し，翼型背後に大きな剥
離領域が形成されていることが分かる．またこの領域では，
剥離点から発生する渦度と後縁における流れの回り込みか
ら発生する渦度の連成と考えられる，様々な規模の複数の
渦度が確認され，非常に複雑な流れ場が形成されているこ
とが明らかとなった．
図 8(a)に Cl の時間変化を示す．また，この時系列データ
に対するスペクトル解析の結果を図 8(b)に示す．この図に
よれば，約 90Hz にピークのようなものが見られるが，スペ
クトルは連続スペクトルの様相を示している．スペクトル
分布は約 −6dB/octave の傾きをもち，これはブラウンノイズ
の特性と同様である．このノイズは，現象がブラウン運動
に類似した挙動を示すときに見られるとされている．本研
究で示した流れ場とブラウン運動の類似性については，今
後より詳細な解析を行う必要がある．
約 90Hz 成分のゲイン値が最大となったことを考慮して，
時間遅れ値 σ = 2.7ms としてアトラクタ再構成を行った．そ
の結果を図 8(c)に示す．これはストレンジアトラクタに分
類される構造と考えられるが，この図から流れ場の性質を
推定するには至らなかった．今後 σ 値の設定に関して別の
指針 7)を導入し，アトラクタ再構築を試みる必要がある．

JAXA-SP-12-010

(a) 時間履歴

(b) スペクトル分布

(a) 速度ベクトル

(c) 再構成されたアトラクタ
図 8 迎角 20° での Cl の時間変動

図7

(b) 渦度分布
迎角 20° での瞬時の流れ場の様子
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3.3. 迎角 −20° の場合
図 9 に翼型周りの瞬時の流れ場，図 10 に Cl の時間履歴，
スペクトル解析の結果，および再構成されたアトラクタを
示す．迎角 20° の場合と同様，流れは前縁近傍で剥離し，翼
背後で様々なスケールの渦度が連成した大きな剥離領域を
形成していることが明らかとなった．
図 10(b)によれば， Cl の時間変化は約 −6dB/octave の傾き
を持つ連続スペクトル分布をもつことが分かる．すなわち
迎角 20° の場合と同様に，流れ場はブラウン運動に類似した
挙動を示すと予想される．これについては，今後より詳細
な流れ場の考察を行う必要がある．
図 10(c)に示したスペクトル分布によれば，ゲインが最大
となる周波数は約109Hz であるので，本論文においては，
時間遅れ値 σ = 2.3ms としてアトラクタ再構成を行った．そ
の結果を図 10(c)に示す．迎角 20° の場合と同様に，ストレ
ンジアトラクタに分類される構造と考えられるが，この図
から流れ場の性質を推定するには至らなかった．これに関
しても別の指針 7)に基づいて σ 値を決定し，アトラクタ再
構築を試みる必要がある．
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(a) 時間履歴

(b) スペクトル分布
(a) 速度ベクトル

(b) 渦度分布
図 9 迎角 −20° での瞬時の流れ場の様子

(c) 再構成されたアトラクタ
図 10 迎角 −20° での Cl の時間変動
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4.

結論
本研究では，トンボの翅を模擬したコルゲート翼型周り
の低 Re 数流れについて 2 次元数値解析を行い，流れ場の時
間変動を観察した．併せて揚力係数の非定常性を，高速フ
ーリエ変換と時間遅れ座標系によるアトラクタ再構成によ
って考察した．その結果，以下の 2 点が明らかとなった．
1)

2)

迎角 0° の場合，渦度の生成および拡散過程と翼型凹部
のスケールのバランスによって，凹部内の流れが閉じ
た状態となり，全体として安定した流れ場が形成され
ることが確認された．またこれによって，揚力係数の
時間変化はほぼ定常振動として安定することが時系列
データおよびアトラクタ再構成によって明らかとなっ
た．スペクトル解析によって抽出されたピーク周波数
に近い周波数をもつ流れ場の振動が確認され，流れ場
と揚力係数の相関が示唆された．
迎角 ±20° の場合，前縁における流れの剥離と，後縁に
おける流れの回り込みが確認された．これによって，
翼背後に形成された大きな剥離領域は，様々なスケー
ルの渦度が連成した複雑な挙動を示すことが分かった．
揚力係数の時間変動は，ブラウンノイズに似た連続ス
ペクトル分布をもつことが明らかとなった．このよう
な強い非定常性は，前述の剥離領域における複雑な流
れ場の挙動に起因すると予想される．

大迎角時における複雑な流れ場と揚力係数の時間変動との
対応に関しては，更なる詳細な解析が必要である．本研究
では，最適直交分解法による流れ場のモード解析を検討し
ている．この手法では，非定常流れ場の運動エネルギー値
やエンストロフィ値に関するモード解析を行うことができ
るとされている．この手法で抽出されたモード群を渦度場
に対応付けることによって，モード群の時間変動からブラ
ウンノイズに類似したスペクトル分布の考察ができると思
われる．
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データマイニングによる
斜め平板に衝突する超音速ジェットから発生する音響波の理解
森澤征一郎 1，野々村拓 2，大山聖 2，藤井孝藏 2 ，大林茂 3
1. 東北大学大学院, 2. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所, 3. 東北大学流体科学研究所

Data Mining for the Understanding of Acoustics Waves Generation
from a Supersonic Jet Impinging on Inclined Flat Plate
by
Seiichiro Morizawa, Taku Nonomura, Akira Oyama, Kozo Fujii, and Shigeru Obayashi
ABSTRACT
Key features from acoustics waves generated from a supersonic jet impinging on three kinds of inclined flat plates are extracted by
applying two types of data mining techniques. One is cluster analysis which consists of self-organizing map and k-means method, and the
other is proper orthogonal decomposition (POD) with Fourier transformation. The flow data is taken from the numerical simulation data in
the previous study. First, the cluster analysis is applied to the dataset based on the normalization of the sound pressure level spectra on
symmetrical plane. The results show the apparent characterization of regions based the frequencies of acoustics waves. Clusters
corresponding to three kinds of acoustics waves are clearly generated. Next, POD is applied to two-dimensional pressure distribution in the
acoustics fields. The results reveal the source locations where strong acoustics waves are generated. These results agree with the previous
observations. Thus, this study shows the capability of data mining to extract key features of acoustics waves generated from the flow field.

１．はじめに
数値計算手法と実験手法の進歩に伴い，流れ場における
圧力・流速などの詳細な物理情報が容易に得られるように
なった．それらの結果は複雑な流体現象の解明や設計に活
用され，多くの成果につながっている．一方，京に代表さ
れる大規模計算機や 3 次元 Particle Image Velocimetry (PIV)
などで得られる流れ場の物理情報は数値データとして蓄積
され，そのデータ容量は膨大になる傾向がある．そのため，
これらのデータを人間の力ですべて処理することは難しく，
データ利用者の勘や経験を基に，注目すべきデータを絞り
込んだ上で処理することが通例である．このような従来の
方法では，得られたデータの中から有意な原理や現象を解
明するのが困難である．
この問題の解決策として，データマイニングの適用が有
効と考えられる．データマイニングとは，膨大かつ複雑な
データに潜む特徴を人間の頭で理解しやすい情報形態（数
値・画像・文章など）として系統的に抽出する技術である
1)
．これまでにベース流れの非定常な数値シミュレーショ
ンの解析結果に対して，適用され流れ場情報の抽出が行わ
れてきた 2)．現在はより複雑な現象に対して，データマイ
ニングを適用し，現象理解が難しい非定常現象に関する物
理情報の獲得が期待される．
本研究では，斜め平板に衝突する超音速ジェットから発
生する音響波の数値計算結果に，データマイニングを適用
し，大規模なデータを低次元化することでその現象理解が
大幅に助けられることを示し，その有効性を確認する．
２．解析対象
ロケットの打ち上げ時の轟音に代表されるように斜め平
板に衝突する超音速ジェットの流れ場から強い音響波が発
生することが知られている．このような流れ場から生じる
音響波は非常に強く，ブロードバンドな周波数特性をもつ
音響荷重として，ロケット内の人工衛星や宇宙機などのペ
イロードに悪影響を及ぼし，問題となる．現在，この音響
波の予測は，フリージェットや単純な幾何形状の射場によ
る試験結果から推測される経験的な方法 3,4)やサブスケール
試験に基づいて行われているが，その予測精度は十分とは
言えない．これは，これまで予測方法が騒音発生のメカニ
ズムを十分に考慮していないためである．そのため，騒音

特性，騒音源，発生メカニズムを物理メカニズムに基づい
て解明することが必要である．
近年では，Large-Eddy Simulation 等の数値シミュレーシ
ョンによって実験との一致も見られ，複雑な流れ場でも有
益な情報を得られるようになった 5,6)．また，射点のディフ
レクタを模擬した斜め平板と超音速ジェットの干渉及び，
その際に発生する音響波の物理現象理解を目指し，ジェッ
トのノズル出口温度及びノズル平板間距離の違い 7)，平板
角度の違い 8)を調べる数値シミュレーションが行われてき
た．その結果，彼らの研究から斜め平板に衝突する超音速
ジェットからは，少なくとも図１で示すような以下の 3 種
類の音響波が発生することが明らかになった．
(i) 主流ジェットから発生するマッハ波
(ii) 衝突点から発生する音響波
(iii) 衝突後の超音速流れから発生するマッハ波
特に音響波(ii)に関しては，存在自体も十分明らかでなく，
これまでにモデル化もほとんどされていなかった．一方，
最近では実験でもこの音響波(ii)を確認されるようになった
が 9)，その詳細な発生メカニズムについては明らかでない．

図1

斜め平板に衝突する超音速ジェットから
発生する音響波

3．適用データについて
本稿では，Nonomua, et. al. 及び，Honda, et. al. によって
行われた角度の異なる 3 種類の斜め平板に衝突する超音速
ジェット及び，そこから発生する音響波に関する数値シミ
ュレーション結果のデータを用いた 7)．
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図 2 はノズルと射点のディフレクタを模擬した平板の幾
何形状を示す．本稿では L/D=5 を固定し，θ=30°, 45°, 60°と
平板角度を変更した形状である．数値計算結果は図 3 で示
した 11zone からなる総格子点数，約 2800 万点の計算格子
である．
さらに，本稿で対象としたデータは，平板に衝突する超
音速ジェットから発生する音響波についての流れ場におけ
る 2 次元断面である対称面(図 3(a))での音圧レベルである．

JAXA-SP-12-010

分析を施したのは直接，k-means 法のみでクラスタ分析を
行うより精度良くデータを分類できると報告されているた
めである 10)．

図4

クラスタ分析の手順

4．1．1 特徴量の定義
本稿では N_SPL という値を特徴量と定義し，データマ
イニン手法に適用する．N_SPL とはオクターブバンドの音
圧レベル（OBSPL）とオーバーオールの音圧レベル
（OASPL）の比で表したもので，音圧レベルの距離減衰に
関する影響を取り除き周波数特性のみを取り出している．
OBSPL は次式で示される．

図 2 幾何形状の定義

OBSPL  

St max

St min

(a) 側面

図3

SPL( St )dSt

(4)

N_SPL は次式で示される．
N_SPL = OBSPL/OASPL
(5)
本稿ではこの式（5）より導いた Stc=0.00625，0.0125，
0.25，0.5，1.0 の計 5 つを特徴量として用いた．
St の添え字の min，max，c は各スペクトル領域でのストロ
ーハル数の下限値，上限値，中央値を示す．

(b) 上面
計算格子

ストローハル数と音圧レベルは，以下の式で表される．

St 

fD j
uj

~
p
SPL  20 log10 ~
pref
~
f は周波数， ~
は有効圧力変動と
p
p

(1)
(2)
ref

は参照圧力を示す．

参照圧力は以下にように表される．
2.0 10 5 [ Pa ]
~
pref 
 p
101300[ Pa]

(3)

４．データマイニング
本研究では数値シミュレーションから得られた結果に対
して，クラスタ分析と固有直交分解(POD)を適用し，音響
波の現象理解を試みた．クラスタ分析では音響波の分類・
同定を，POD では音響波から生じる特徴的なモードの抽出
を試みた．これらの手法の共通目的は，大規模なデータを
低次元空間で現象を捉え，簡潔に示すことで人が直観的に
議論できる形に整理することである．
4．1 クラスタ分析
本研究で用いたクラスタ分析の解析手順を図 4 に示す．
始めに，各格子点での音響波に関する特徴量を抽出する．
次に，自己組織化マップ及び k-means 法を用いて格子点を
属性値の似た集合（クラスタ）に分類する．最後に，その
分類結果を元の解析対象の実空間にマッピングし，その分
類結果と解析対象を比較することで超音速ジェットから発
生する音響波の理解を試みる．ここで，2 段階のクラスタ

図5

OBSPL の導出

4．1．2 自己組織化マップ（Self-organizing map, SOM）
SOM は入力層と出力層の 2 層からなる学習なしニューラ
ルネットワークモデルの 1 つである 11)．このモデルは，分
析対象の多次元データに含まれる特徴（類似・相反関係）
を保持した状態で図 6 に示すような形で 2 次元平面マップ
上の六角形のノードであるクラスタに射影するように設計
されている．図中の同じ配置におけるカラーパターンを
各々比較することで多次元データの特徴を 2 次元平面上で，
容易に考察できる．

This document is provided by JAXA

第 44 回流体力学講演会 / 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2012 論文集

図6

239

自己組織化マップ

本研究では，特徴量である N_SPL データを SOM の入力
データとして用いて，音響波の周波数特性に基づいて解析
を行う．

図 8 フーリエ解析を用いた周波数領域で POD

4．1．3 k-means 法
k-mean 法は N 個のデータに対して，予め指定した数 k 個
（<N）のデータ構造の似ているグループ（クラスタ）に分
類する方法で，クラスタ分析の 1 つである 12)．この方法は
求めた各々のクラスタの重心とデータ間のノルムによって
データの類似度を決める．その結果，この手法は分割され
たクラスタの境界が図 7 で示すように明確に決まる特徴を
もつ．
図9

図7

k-means 法による分類

本研究では，前節の SOM で得られた 2 次元平面上に射
影された結果に対して，k-means 法を適用し，より大きな
クラスタへと分類する．そして，それらの分類結果を用い
て，解析者が解析対象の実空間と比較することで現象を同
定する．
4．2

固有直交分解
(Proper orthogonal decomposition, POD)
POD とは統計の分野では主成分分析，パターン認識の
分野では Karhunen-Loeve 展開と呼ばれ，様々な分野で利
用されている 13)．本手法はデータの分散が最大になる直交
基底ベクトルの組み合わせに分解することで，支配的な現
象を抽出する．また，流体の数値計算結果などに POD を
適用する場合，空間方向ではなく，時間方向の直交基底ベ
クトルを求めることが一般的である．そして，その時間方
向の Snapshot POD という形で固有値問題を解く 14)．
本研究では周波数領域において圧力変動に関する POD
を施した 15)．ここでいう周波数領域とは直交基底ベクトル
を求める際，図 8 で示すようにオーバーラップした形でフ
ーリエ解析を行った．また，POD を周波数領域で行った
のは，従来の時間領域では乱流現象のような複雑な流れ場
を再構成するために必要なモード数が急増するためである
16)
．
事実，平板角度 45°の斜め平板に衝突する超音速ジェッ
トについて時間領域での POD を施した場合 90％の再構築
を行うためには図 9 で示すような非常に多くのモード数が
必要となる．これは乱流から生じる音響現象が非常に複雑
で，多くのモードが入り乱れた形で存在するためである．
本稿では，過去の研究から音響波（ii）が最もよく観測
された St=0.5 でフーリエ解析を行い，その結果に対して周
波数領域の POD 解析を行った．

時間領域での POD のエネルギー比率
（平板角度 45°）

5．結果および考察
5.1 クラスタ分析
図 10 に，斜め平板に衝突した超音速ジェットから発生す
る音響波のオーバーオールの音圧レベル(OASPL)の分布及
び，クラスタ分析の結果を示す．ここでのクラスタ分析の
結果は，前章で定義した特徴量 N_SPL に基づき分類し，実
空間上にマッピングさせた結果である．このとき，図 10(a),
(b), (c)は平板角度 30°, 45°, 60°の結果を示す．その結果，音
響波（i）について，30°では黄緑からピンク，45°ではピン
クからオレンジ，60°ではピンクからオレンジへと推移する
クラスタと対応する．また，音響波（ii）について，30°で
はオレンジの領域，45°及び 60°では黄緑の領域と対応し，
音響波（iii）については 30°では黄色及び赤の領域，45°で
は水色及び薄青の領域 60°では青の領域と対応する．すな
わち，いずれの角度においても 2 章で述べた 3 つの音響波
がクラスタ分析によって分類できた．
さらに，平板角度の違いによる影響を見た場合，角度
30°の結果において，斜め平板の上流部と下流部で同じカラ
ーパターンを示す．これは，今回用いた特徴量 N_SPL に基
づく流れ場の周波数特性が平板角度 30°では同じであるこ
とを示す．加えて，流れ場の様子を図 11 で確認する．この
とき，図 11 の左図にマッハ数の分布，右図に乱流エネルギ
ー(TKE)の分布を示す．その結果，図 11 より平板に衝突し
たジェットは下流にいくに従い，流れは超音速から亜音速
へ推移し，乱流エネルギーは減少している．平板角度 30°
において，この流れ場の様子が上流部でも確認でき，これ
は上述のカラーパターンから読み取ったことと一致してい
る．以上，クラスタ分析の結果と音響場及び，流れ場の結
果を比べることで，本手法の妥当性を確認できたと共に，
複数の現象を一度に表現しており，本手法が現象を簡潔に
示すことが可能であることを示した．
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(a) 30°
(c) 60°
図 11 流れ場の分布（左図：マッハ数，右図：TKE）

(b) 45°

図 10

(c) 60°
音響波の OASPL 分布とクラスタ分析の結果

(a) 30°

(b) 45°

5.2 POD
図 12，13 に周波数領域における POD の結果を示す．図
12 は POD を求めた際の流れ場及び，音響場の主要構造
（モード）のエネルギー比率を示す．その結果，流れ場及
び，音響場を 90％再構成するために必要なモード数は平
板角度 30，45，60°に対して，9，11，15 個となった．こ
れは前述した例（図 9）の時間領域における POD のエネ
ルギー比率に占めるモード数に比べて，周波数領域におけ
る POD のエネルギー比率に占めるモード数がはるかに少
ない．つまり，乱流から生じる音響現象は時間領域にお
ける POD より周波数領域における POD の方が少ないモー
ド数で簡潔に表現できることを示す．
次に，POD より求めた主要なモードについて議論する．
図 13 は斜め平板に衝突する超音速ジェットから発生する
音響波の POD より導いた実部の第 1，第 2，第 3 モードを
示す．また，本稿では赤線で囲まれた 2 次元断面の領域に
ついて POD を行った．その結果，平板角度の異なる全て
の上位 3 モードにおいて，音響波(ii),(iii)の伝播の様子を
確認できる．さらに，図 13 において，音響波の伝播につ
いて特徴的な領域を白色，緑色及び，紫色で囲んだ．こ
れらは，POD から導出した音響波の伝播の源流に対応し，
音響波(ii),(iii)の音源及び，発生メカニズムを議論できる
と考えたためである．その結果，白色で囲まれた領域，
特に POD から導出した第 1 モードと平板に衝突した流れ
の下流方向へのせん断流れ及び，音響波(iii)の伝播が対応
している．このことから音響波(iii)の発生源がこのせん断
流れによることを示す．また，緑色及び，紫色で囲んだ
領域を音源として音響波(ii)が発生していることが確認で
きる．特に，角度が大きい平板角度 60°のケースのモード
2，3 において，音響波(ii)が分離し，2 種類のモードが確
認できる．この結果は過去の研究において，この結果は
図 14 で示すように衝撃波の間隔が広がり，OASPL のピー
ク値が 2 種類存在し，それらが音響波（ii）から 2 種類の
モードとして抽出されたと考える．ここで図 14 は，
OASPL 分布と Shock Function の等値面の関係を示す．
以上，POD より導出した結果は過去の研究結果で明らか
にされている 8) が，周波数領域における POD を用いるこ
とで，現象をより簡潔に示すことができ，容易に現象を捉
えることが可能となった．以上から本手法の有効性を確認
した．
6．結論
本研究では，角度の異なる 3 種類の斜め平板に衝突する
超音速ジェットから発生する音響波の数値計算結果に対し
て，データマイニング（自己組織化マップ・k-means 法に
よるクラスタ分析及び，固有直交分解）を適用し，その現
象理解を試みた．クラスタ分析では周波数特性に基づく特

This document is provided by JAXA

第 44 回流体力学講演会 / 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2012 論文集

徴量を用いて流れ場から生じる音響波の分類を行った．そ
の結果，(i)主流ジェットから発生するマッハ波，(ii)衝突点
から発生する音響波，(iii)衝突後の超音速流れから発生す
るマッハ波の 3 つの音響波が自動的に分類できた．また，
平板角度の小さい斜め平板に衝突する超音速ジェットにつ
いて，下流部の超音速ジェットの流れ場と上流部の流れ場
が類似の性質をもつ可能性を示した．事実，乱流エネルギ
ーの分布も平板角度が小さいほど上流部への影響も大きい
ことを確認した．一方，固有直交分解では音響波の伝播の
様子が確認できると同時に，音響波(ii)，(iii)の発生メカニ
ズムを示した．以上からデータマイニングを用いることで，
現象をより簡潔に示すことができ，その適用に関する有効
性を示した．
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(b) 45°

(c) 60°
図 12

時間領域における POD のエネルギー比率
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(a) 30°

(b) 45°

(c) 60°
図 13

図 14

時間領域における POD の結果

OASPL 分布と Shock Function の等値面の関係
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回転翼機の空力騒音予測ツールの構築について
田辺

安忠

宇宙航空研究開発機構

Construction of an Airload and Noise Prediction Tool Chain for Rotorcraft
by
Yasutada Tanabe（JAXA）
ABSTRACT
The noise prediction tool rNoise together with the CFD/CSD coupling analysis code rFlow3D for rotorcraft are described in this
paper. The rotor blades of helicopters have high aspect ratios and the elastic deformations must be taken into account for
accurate airloads and acoustics predictions. In current researches of rotor noise reduction using active devices, the blade elastic
deformation, especially in torsion, is proactively utilized. Because the rotor flows are inherently unsteady, time-accurate
coupling solutions of the fluid and structure dynamics are required. A comprehensive CFD/CSD/Noise coupling analysis tool
chain designed for accurate prediction of noise reduction using active devices is under development and extensive validation in
JAXA. The noise prediction method and interface with CFD results are highlighted.
１．はじめに

手法を採用し、ブレード上のアクティブ・デバイスの作

ヘリコプタは防災、救急など、市街地上空でも運用が

動とともに、騒音の発生状況を精度よく把握できる高精

多くなってきているが、住宅に近隣するヘリポートでは、

度騒音予測ツールの開発を行ってきた[3]。今回はこのよ

騒音苦情への対応から、運用する回数や時間帯に制限を

うな多分野統合解析の全体的な解析フローを紹介する

受けることが多い。ヘリコプタの開発においては、環境

とともに、特にブレードの弾性変形も考慮した空力騒音

性能重視の社会的なニーズから、低騒音化設計が一段と

の予測ツールであるrNoiseと呼ばれる計算コードの計算

強く求められている。地上で聞こえるヘリコプタの騒音

手法、入出力インターフェイスと計算例について説明す

源はロータからのものがほとんどで、特に着陸時などの

る。

緩降下飛行の際は、ブレードと翼端渦との干渉によるい
わゆるBVI騒音が特に顕著である。
BVI騒音を低減する技術は様々なものが提案されてい
るが、その中でも、アクティブ・デバイスを利用した能
動的な制御による騒音低減手法が注目されている。図1
に示すように、ブレードの根元を高周波数でピッチ角を
変化させるHHCや、ブレード上に高周波数で駆動できる
アクティブ・フラップやアクティブ・タブ、さらにブレ
ード表面に薄膜のピエゾ素子を貼り付け、ブレード全体
を捩じらせるアクティブ・ツイストなどの駆動方法が提
案され、盛んに研究されている。
これらのヘリコプタの低騒音化技術を開発するに当

図１

種々のアクティブ制御方式

たり，騒音の発生機構の解明と共に，その効果を適切に
評価する必要がある．在来の渦理論をベースとした解析
手法[1]では、ロータ騒音を予測する精度に限界があり、

２．統合解析ツールの全体フロー
ヘリコプタのローターブレードは非常に細長い形状

世界的にCFD手法で求めた高精度なブレード表面の圧

をしており、弾性変形を考慮する必要がある。特にアク

力分布に基づく次世代の空力弾性・騒音予測手法の研究

ティブ・デバイスの多くは、ブレードのねじり弾性変形

開発が盛んに進められている[2]。欧米での研究例では、

を誘起し、制御効果を高める狙いから、在来のブレード

既存の空力弾性解析コードにCFDをカップリングさせ

よりもねじり剛性を減らす設計をする場合が多い。弾性

る手法が主に取られているが、著者らがブレードの解析

変形の影響が在来のローターブレードよりもより重要

ルーチンを独自に構築し、CFDの空力を直接用いて弾性

になっている。ブレードの弾性変形解析を含む回転翼航

変形の計算を行う一層流体・構造解析を統合化した計算

空機の発生する騒音を予測するためには、図２に示す流
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れで計算を進める必要がある。

JAXA-SP-12-010

ると考えられるので、上記のCFD/CSD解析で得られる収

JAXAで開発されている回転翼航空機向けの統合解析

束した一回転分のブレード表面上の圧力分布及びトリ

ツール[3]は、3つのコードで構成されている：まずはロ

ムしたロータ操舵角と弾性変形量を用いて計算される。

ータ・ブレードの固有周波数と固有モードを計算する

FW－H法に基づくFarassat Formulation 1により積分して

rModeというコードである。ブレードの構造物性値とロ

観測点における音圧の波形を計算していく。この定式の

ータの回転数に基づいて、ブレードのフラップ、ラグ、

詳しい導出や解説は文献[10]を参照すること。観測点に

ねじりの3方向の連成固有振動周波数と振動モードの形

おける音圧は

をHolzer-Myklestad法[4,5]を用いて計算する。ここでの出
力は次の段階のCFD/CSD連成解析コードの入力となる

4πp′(x, t ) = 4π ( pT′ (x, t ) + p′L (x, t ))

と同時に、ロータ回転数と固有周波数の関係を示す

で、その成分はそれぞれ

Fan-plotはロータブレードの回転時の安定解析にも使わ
れる。

Blade structural properties
Rotating speed
Root constraint conditions

Flow conditions
Rotor blade controls
Trim conditions

Observer conditions

4πpT′ (x, t ) =
4πp′L (x, t ) =

 ρ 0 vn 
∂

 dS
∫
f
=
0
∂t
 r (1 − M r )  ret

(1)

(2)

 p cos θ 
 p cos θ 
1 ∂
 dS (3)

 dS + ∫f =0  2
c ∂t ∫f =0  r (1 − M r )  ret
 r (1 − M r )  ret

ここで、f=0はブレード表面上において積分することを
rFlow3D /
JANUS

rMode

rNoise

意味し、retは遅延時間（retarded time）の略で、観測時
刻tに観測点に音速cで伝わって来る音源時間τで積分を

Natural frequencies
Natural mode shapes
(represented with
polynomials)

図２

Surface pressure on
rotating blades

Sound pressure time
history at observation
points

統合解析ツールチェーン

解析の中心であるCFD/CSD/TRIMの連成解析コード
rFlow3Dの計算手法は移動重合格子法である[6]。ロータ
ブレードの枚数分の内部格子をブレード周りに形成し、
ブレードの回転や弾性変形に合わせて移動・変形をし続
ける。また、ヘリコプタの胴体は複雑な形状をしている
場合が多く、胴体周りの格子は非構造格子も採用できる
ように拡張されている。胴体周りが非構造格子の場合は
TAS-Codeをベースにしたソルバーを使用しており、
JAXAと東北大学との共同開発で、JANUSというコード
名で呼ばれる[7]。背景格子は直交格子を2層まで用いる
ことができ、ブレードの回転領域や後流領域では密な格
子を採用して、翼端渦を精度よく捉えられるようにして
いる。内部格子では移動格子に対応した完全非定常Euler
方程式を4次精度のSLAU+FCMTスキーム[8,9]で離散化
し，ヘリコプタのような低速から遷音速領域が共存する
流れ場に対応している。また，ブレードの弾性変形は
CFDで求めた空気力に基づいて、構造解析との弱連成手
法で計算される。さらに目標となるロータ推力やモーメ
ントと一致するように、ブレードの制御入力を変更し、
トリムを取りながら、現実の飛行条件を再現できるよう
にした。
３．騒音計算手法と入出力データ
定常飛行状態のロータからの騒音は、ブレードの表面

行う意味である。 p′ は求めようとしている音圧で、 pT′
は翼厚音で、

p′L は荷重音成分である。 ρ 0 は一様流に

おける空気密度で、 vn は表面セルの垂直方向の速度、

r = x − y は観測点と音源セルとの距離で、
M r = rˆi ⋅ v i c は音源時刻における音源セルの放射線

方向マッハ数である。cos θ は音源セルの垂直方向と音
源から観測点への方向との交角の余弦である。
上記の積分を実施するためには、ブレード表面上の各
セルについて、下記遅延時間を求める式を満足する音源
時間 τ （つまり、位相角）を探す必要がある。

x − y ( η, τ ) = c(t − τ )

(4)

ここで、xは観測点位置で、yは音源位置である。ηは
ロータブレード上の局所座標である。yはブレード表面
を分割したセルの代表位置で、CFD計算に用いられるブ
レードの基本形状から、3軸方向の弾性変形、フェザリ
ング、フラッピング、リード・ラグ、さらに回転という
7段階の座標変換を行うことにより、解析的に求められ
る。また、セルの４つの角点の座標を計算して、表面セ
ルの面ベクトルを求めている。
フェザリング角はHHCの場合も考慮し、5次までの調和
関数で定義した。
5

θ (Ψ ) = θ 0 + ∑ (θ nc cos(nΨ ) + θ ns sin(nΨ ) )

(5)

n =1

また、フラッピングとリード・ラグについても高次ま
での動きを考慮した。

圧力分布や弾性変形などは回転に同期した周期性があ
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5

β (Ψ ) = β 0 + ∑ (β nc cos(nΨ ) + β ns sin(nΨ ) ) (6)
n =1

数度置きに記憶し、補間によって求める必要があるが、
今回は基本的に1度毎にブレード表面の弾性変形後の座
標とともに表面圧力ファイルとして記録している。周期
解を基本として考えているため、騒音を計算するために

5

δ (Ψ ) = δ 0 + ∑ (δ nc cos(nΨ ) + δ ns sin(nΨ ) )

(7)

n =1

は、この一周分の360個のブレード表面圧力ファイルを
読み込む必要がある。

さらに、弾性変形としては、ねじりφ、フラップ方向

得られた音圧の時間波形に対して、特にブレードと翼

の曲げw、リード・ラグ方向の曲げvを以下の解析式で表

端渦の干渉によって発生する中間周波数範囲の騒音成

されるものとした[11]。

分の強さを評価するため、音圧のスペクトル成分を用い
て、下記の式でBVISPLを定義した。

Nm

φ (x, Ψ ) = ∑ Φφi ( x)Qφi (Ψ )

(8)

i =1

ここで、捩じりモード形状：


BVISPL = 20 ⋅ log



40* NBLD

∑ pi ⋅
2

i = 6* NBLD

1
pref






ここで、

Nc

Φφi ( x) = ∑ cφij x j

(9)

j =0

pref = 2.0 ×10 −5 [Pa] である。

振幅：
４．検証計算例

Nh

Qφi (Ψ ) = ∑ (aφik cos(kΨ ) + bφik sin( kΨ ) )

(10)

k =0

x=

HART-IIの実験データ[13]に基づく解析を例に、騒音
予測の計算例を示す。この実験は国際共同研究として

r / R − xhinge

実施されたもので、その後実験データの一部が公開さ
(11)

1 − xhinge

れ、数多くの研究機関による検証計算が行われてきた
[1, 2]。ブレードと渦との干渉について、騒音計測デー

また、上下方向と前後方向の弾性変形は

タのみならず、ブレードの弾性変形量についても詳し
い計測がなされている。

Nm

w( x, Ψ ) = ∑ Φ wi ( x)Qwi (Ψ )

(12)

i =1

図３は実験で計測された弾性変形量をブレードに与
えて、CFD計算で得られた流れ場である。翼端から発
生した渦が比較的に鮮明に捉えられている。

Nm

v( x, Ψ ) = ∑ Φ vi ( x)Qvi (Ψ )

(13)

i =1

で、それぞれのモード形状と振幅は同じように表わされ
る。位相角については、 Ψ

= Ωτ

で、音源時間と関連

付けられている。
時間微分の評価を音源側（回転ロータ系）で評価し、
Farassat 1Aが導出され、米国で有名なWopWopという騒
音予測コード等で採用されている[12]が、本研究のよう
に、ロータの回転運動以外に、フェザリングの高次項、
さらに三軸の弾性変形運動の高次項も考慮する場合、こ
れらの時間微分を定式化していくのが大変煩雑で、また
圧力の時間変動は数値差分で表さざるを得ず、精度的な

図３

BVI干渉流れ場の様子（HART-II BL)

改善もそれほど期待できないため、上記のような時間微
分を観測側で評価する定式を採用した。時間微分の精度

図４にロータ面から約ロータ半径1.1倍の下方にお

が騒音の評価に与える影響を調べるため、観測時間間隔

けるBVI騒音の分布の様子を示す。ブレードの表面圧

をロータ一周当たり、512回、1024回、2048回と変化さ

力変化に基づいて予測した計算は左側の実験値と比較

せて、その差を評価してみたが、顕著な変化が認められ

して、左右の最大値の位置や全体の傾向がよく捉えら

ず、基本的に一周当たり、512分割で騒音を評価してい

れていることが分かる。しかしながら、最大値そのも

る。

のは約２ｄB低く予測しており、また実験値では、最大

また、遅延時間における圧力はCFDで得られた圧力を

値から離れると急速に減少しているが、計算値ではそ
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の変化がかなり緩やかである。現実の渦はコア半径が
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60

10%c（cはブレードコード長、ここでは0.121m）程度
でかなり局所的であることに対して、CFDでは現在の
留まっており、渦がかなり拡散された形で捉えられて

20

Sound pressure [Pa]

30

Mic. 11

Calculation

40

計算能力の制限から、格子の分解能自体が10%c程度に
いるのが原因だと考えられている。

Experiment

50

10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60

0

図６

90

180
Azimuth angle, Ψ

270

360

マイク１１位置における音圧波形

ブレードの根元のピッチ角にHHC制御が加えられて
いる試験ケースとして、振動最小（MV)と騒音最小（MN)
(a) Experiments

(b) Calculation

の２ケースがHART-IIのデータベースに含まれているが、

図４ BVISPL分布の比較(HART-II BL)

図７にそれらのケースについて予測した騒音最大値の
変化を示す。格子サイズが10%cのStandard格子はおおよ

図４内のMic4とMic11のところにおける音圧の時間履

そ絶対値を２ｄB程度の誤差で捉えており、図８に示す

歴を図５と図６に示す。時間軸はロータブレードのアジ

相対変化では、約１ｄBの精度で捉えられていることが

マス角に変換しているが、BVIの発生している鋭いパル

分かる。アクティブ・デバイスの騒音低減効果を評価す

スの時刻などは正確に捉えられていることが分かる。但

るには、この程度のCFD計算条件で、ほぼ10~20%程度

し、図5においては、BVIの伴うパルスの立ち上げ、立下

の精度で騒音の低減効果を予測できることが分かる。今

りの方向が逆になっているが、これは、実験では各ブレ

後は計算能力の増大や、渦自体をモデリング化すること

ード間の弾性変形に差があり、圧力センサの取り付けた

で、より鮮明にBVI騒音を捉えるようになっていくこと

ブレードと翼端渦との相対上下関係が計算と違ってい

が期待される。

たためと考えている。しかしながら、音圧ピークの高さ
が低く予測されており、立ち上がりの鋭さも足りない。

120

これも上に述べた翼端渦の捉え方が十分でないことが
原因と考えている。
Experiment
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図５ マイク４位置における音圧波形
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図８ 騒音変化の予測精度
５．まとめ
回転翼航空機用の統合解析ツールの一環として構築
した騒音予測コードrNoiseについてその計算手法とイ
ンターフェイスを説明した。
HART-IIの実験データに基づく計算例を紹介した。
BVI騒音レベルの分布の予測では、最大値の発生位置
や基本分布パターンはおおよそ実験値と一致したが、
計測面における騒音値の変化は実験値よりも緩やかで
あった。翼端渦の捉え方がまだ十分な分解能を有して
いないためと考えられる。
アクティブ制御による騒音の変化については、実験
値と比較したところ、標準計算格子分解能（背景格子
間隔が10%c）のとき、約１ｄBの精度で捉えられるこ
とが分かった。
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