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Diagnostic Experiments in an Arc-Heated Channel Nozzle Flow ＊
Kiyomichi ISHIDA ＊ 1, Yasuo WATANABE ＊ 1, Takashi MATSUZAKI ＊ 1
Takeshi ITO ＊ 1, Toshio FUKUI ＊ 2, Junsei NAGAI ＊ 3
ABSTRACT
The 750kW arc-heated (or arc-jet) wind tunnel is equipped with a channel nozzle to evaluate flat plate
TPS materials. TPS material tests for HOPE-X design data have been made with this channel nozzle,
but the flow characteristics of the high enthalpy flow generated in the nozzle have not been well
investigated. Therefore, flow diagnostic experiments have been planned. Experimental items included
in the plan are emission spectroscopy, mass spectrometry, heat flux measurements, and thermometry and direct surface observations of the test materials. A new calibration module was designed to
install the instrumentation necessary for the measurement of these items in the channel nozzle test
section. The conception of the experiments, design details of the module and main experimental
results are presented.
Keywords :arc-jet wind tunnel, TPS material test technique, spectroscopy ,heat transfer

概

要

NAL/NASDA 共同研究で運用されている 750kW アーク加熱風洞において，平板材料供試体試験用チャ
ンネルノズル内部気流の診断実験を行った。従来の材料試験の条件設定は，測定部での熱流束，圧力の計
測のみに依存していたが，観測窓を備えた新しい校正用モジュールの製作により，上記項目に加えて，内
部気流の分光スペクトル，気流成分の質量分析，供試材料の表面温度，加熱試験中の表面状態の観測等が
可能となった。また，ガードンゲージを交換式で装着可能とし，固定式ゲージとの併用により，高エンタ
ルピ境界層流れ中でのゲージの計測精度評価を行った。
これらの計測系の概要と計測結果について述べる。
かして宇宙往還機等の熱防御系材料の開発，評価に活用

１．まえがき

され，重要な熱空気力学的設計資料を提供してきてい

大気圏再突入環境模擬装置としてのアーク加熱式風洞

る。その代表的な例が米国のスペースシャトル開発機

は，アーク放電により高いエンタルピの超音速気流を長

関・NASA 等の大型アーク風洞の活躍である。しかし，こ

時間持続して得られることが特徴であり，この特性を生

の種の高エンタルピ風洞では，一様流気流条件等の同定
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がいまだ不十分な点が問題であり，現在米欧各国の設備

あり，また中心部上下対称位置に交換式の熱流束計測用

で LIF(Laser Induced Fluorescence) 等の新しい技術を

ガードンゲージを取り付けている。本報告では，本モジ

適用して診断計測能力の向上が進められている。NAL/

ュール（CM-2 ）の風洞試験における評価の全体構想，

NASDA共同研究で運用されている750kWアーク加熱風

CM-1 データの併用による基礎データ取得・検討結果等

洞 1) においても，計画された HOPE-X（H −Ⅱロケット

について述べる。

打上げ型無人有翼往還機）等の国産宇宙往還機の

TPS(Thermal Protection System)材料開発・評価試験が

２．平板（Panel）模型実験装置概観

進められ，所期の成果が得られつつある。しかし，HOPE

米国のスペースシャトル開発時には，開発の各フェー

や将来型の RLV(Reusable Launch Vehicle) 開発等にお

ズで機体各部の加熱・評価のために米国内の多数のアー

ける機体重量の軽減等の厳しい設計条件から要求されて

ク加熱設備が活用された。機体ノーズ部，主翼前縁等の

いる精密な材料試験データの取得のためには，気流の診

高い加熱が予測される部分では実物大の構造部材の加熱

断技術の向上による試験精度の向上が従来に増して強く

評価試験が必要であり，従って，必然的に風洞自体も大

要求されている状況であり，現在鋭意気流診断技術・デ

型化が必要となる。NASA の Ames 研究所，Johnson 研

ータの蓄積を進めている。

究所 (JSC) 等の大型アークジェット風洞での大寸法機体

本風洞では，試験対象とする防熱材料等の形状，材質，

構造部品の加熱評価試験は，実機の設計，初期飛行後の

使用加熱条件等に対応して，試験装備の変更が可能であ

不具合改良等に極めて有効であったと思われる。本節で

る。一般的には，通常コニカルノズルを使用して軸対称

は，大型の平板局所構造部材の供試体試験で活用された

気流を作り澱点試験を実施する。材料試験としては，寸

代表的試験設備（特にノズル）について概観する。

法的に要素レベルに限られるが，高い加熱率での評価試

使用されたノズルには，二種類の形式がある。その一

験が可能である。澱点試験時の一様気流条件について

つは半楕円型ノズルで 4)，Ames 研究所の 20 ＭＷ Panel

は，圧力プローブ，各種カロリメータプローブ 2)，分光

Test Facility(PTF)に装備され熱防御系の試験に活用され

計測 3) 等により圧力，熱流束，温度等の試験計測技術を

た。ノズルは，幅と高さのアスペクト比 4：1 の半楕円形

蓄積してきた。また，模型前方の衝撃層条件についても

で幾何学的面積比 36：6，ノズル出口に平板固定装置を

分光計測による解析・評価を進めている。また，ウェッ

取り付け，ノズルから試験模型表面に滑らかな遷移で高

ジを利用する材料試験も必要に応じて実施している。一

温気流が形成されるように設計されている。平板模型は

方，大型平板材料模型加熱試験時には，コニカルノズル

迎え角 0 〜 8°の範囲で試験可能とされている。150mm

をチャンネルノズルに交換・装着して使用する。この場

× 150mm の HRSI タイルを複数枚張り合わせて 480mm

合，ノズル側壁測定部に 100mm × 100mm の平板材料模

× 500mm の平板構造として加熱試験した試験例 5) が発

型を取り付けて加熱試験が可能である。チャンネルノズ

表されている。この試験では，シャトルでの飛行実験の

ル使用時の気流条件設定は，風洞建設時に装備された校

ために，RCG(Reaction Cured Glass Coating) や C742

正用モジュール（ Channel

コーティングの触媒効率を評価することを目的としてい

Nozzle

Calibration

Module：CNCM-1：以後 CM-1）のみによって行ってい

た。また，60MW Interaction Heating Facility(IHF) に

た。このモジュールは，熱流束計（５点）と圧力孔（４

も，より大型の半楕円ノズルが装備されている（幅

点）を配置した 100mm × 100mm の水冷平板で，模型取

813mm，アスペクト比 4：1，幾何学的面積比 44：6，運

り付け部に装着して上記諸量の分布計測が可能である。

用マッハ数約 5）。平板模型表面での気流の一様性につい

しかし，チャンネルノズル使用時には，その構造上ノズ

ては，ノズル幅の約 75％の試験領域で，熱伝達率は中心

ル内部の気流状態量の直接計測および試験中の材料模型

線上値の 15％程度以内に収まると言われている。

の表面温度計測，表面状況の観察等が困難であった。前

他の形式はチャンネル型ノズルで，JSC の ARMSEF

記試験精度の向上を目的としてチャンネルノズル試験の

(Atmospheric Reentry Materials and Structures Evalua-

基本データを充実させるために，今回新たに発光分光，

tion Facility) の 10MW 風洞に装備された 6)。この風洞設

質量分析等の計測技術の適用によるノズル内部気流観測

備もシャトル開発にフル稼働し，遂行した主要な試験項

を可能とし，かつ赤外線二色温度計による材料模型表面

目が文献6 にまとめられている。チャンネルノズルは，ア

温度計測および CCD カメラによる模型表面観察を行え

ーク加熱器に続くスロートが 1 × 2 インチ角（25.4mm ×

るように内部観察用のモジュール（CM-2）を製作した。

50.8mm）で，膨張部の横幅は 50.8mm で一定，上下方

本モジュールでは，流れ方向三カ所の観測窓部に交換式

向は半頂角 10°で広がって出口高 530mm，スロートよ

で気流分光観測用集光光学系，質量分析計用気体採集

り出口まで 1450mm である。側壁の試験部には，8 ×

管，材料表面観察用光学系，二色温度計の装着が可能で

10 ，12 ×12 ，24 ×24（203.2mm×254mm，304.8mm
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× 304.8mm，609.6mm × 609.6mm）の試験部材の装着

験の蓄積は，外国風洞での試験実施，結果評価のために

が可能とされている。対向する両側壁に設置する壁面材

も極めて重要である。

の特性の組み合わせにより，試験加熱条件の種々の変更
が可能である（e.g.試験部材（温熱壁（Hot

３．実験装置

Wall(HW)），

黒色冷熱壁，研磨冷熱壁等の組み合わせによる供試材の

3.1 アーク加熱風洞

加熱条件の設定）。シャトルタイル部のgap加熱の実験と

750kW アーク加熱風洞は，作動気体（通常は空気）を

解析評価 7) や，側壁の他に，出口面にヒンジ装着したエ

マルチセグメント式縮流型アーク加熱器で加熱し，通常

レボンの対流−放射加熱環境下での試験例 6) 等が報告さ

の澱点試験時の運用では，スロート径 25mm ，出口径

れている。ノズル気流 ( コニカルおよびチャンネル ) の

115mm，半頂角 15 度のコニカルノズルで加速膨張して

計算は，汎用の NATA （Non-equilibrium Arc Tunnel

低密度超音速高エンタルピ気流を得る。試験条件設定

Analysis）コード 8) により行われている。この風洞では，

は，アーク加熱器パック数（アーク長），電流値と作動気

コニカルノズル使用時にウェッジホルダーの使用による

体流量の制御により行う。アーク加熱器，測定部，計測

材料試験も可能となっている。

系等の詳細は文献 1 に詳述した。コニカルノズルとチャ

これらの風洞およびノズルについては，発表された気

ンネルノズルの換装は，ノズルブロック全体の交換によ

流特性試験データ等が少ないが，当時は風洞が多忙なシ

り行う。チャンネルノズル使用時のアーク加熱器設定，

ャトル開発試験に優先的に占有使用されたためと思われ

運用等についてはコニカルノズル使用時と特に変更点は

る。ただし，Ames，JSC 両研究所においても，ここ数年

ない。

アーク加熱気流の特性計測が発光分光や LIF 等の診断技
術の適用により集中的に行われている。これは，前述の

3.2 チャンネルノズル

RLV等の経済性重視の新しいタイプの往還機開発のため

チャンネルノズル取り付け時の測定部全体図を Fig.1

のデータ収集や，空力加熱軽減に有効と期待されている

に示す。測定室は直径 1600mm の横置円筒形で，手前側

機体表面触媒効率の評定等の化学反応計測が目的と思わ

は開閉扉，奥側は固定壁で各種観測，計器用フランジを

れる。

装備している。ノズル全体は高圧冷却水で冷却されてい

また，最近の報告 9,10）では，DLR（ドイツ航空宇宙セ

る。本風洞のチャンネルノズルの構造，寸法は，スロー

ンター）のアーク加熱設備 LBK において，通常のコニカ

ト 22mm × 22mm，出口 22mm × 173mm の矩形断面で，

ルノズルを使用した平板模型の試験が実施されている。

側面は平行で 22mm 一定，上下面のみ半頂角 10°で拡張

この風洞設備には L2K（Huels 型アーク）と 6MW の L3K

している。平行部両側面に 100mm × 100mm の試験用開

（縮流型アーク）の二系統があり，大型の L3K ではノズ

口部を備え，平板材料模型，計測用モジュール等をここ

ル出口径最大 400mm 使用時に，均一超音速流れ場で

に装着して加熱評価試験を実施する。ノズルの試験配置

280mm × 300mm × 50mm の平板模型，直径 150mm の

概略図を Fig.2 に示す。前述の JSC ノズルと同様に，対

澱点模型の試験が可能とされている。NASA の X-38 試験

向壁の条件の組み合わせにより加熱条件の調整等が可能

機のフラップ模型やノーズキャップとスカートのインタ

である。現状の材料試験では，冷却壁−加熱壁（供試材

フェイス部模型の試験が最近の実施例として報告されて

料），加熱壁（参照用材料）−加熱壁（供試材料）の組み

いる。

合わせで使用している。後者の組み合わせは，加熱壁よ

我々の 750kW 風洞は，1993 年に縮流型アーク加熱器

りの放射加熱により供試材料への加熱率を増大させる目

の装備を始めとした主要要素の大改修を実施して現在の

的で使用する。但し，チャンネル内対向壁間での放射熱

形となったが，この際に前述のように平板模型の試験が

伝達の解析は複雑で精密な予測には困難がある。供試材

実施可能なようにチャンネルノズルが併設装備された。

料模型への加熱率を高めるためには，壁面を 4°傾斜さ

実機の設計には，上述のように，高い加熱を受ける機体

せて取り付けて試験することも可能である。Fig.3 にノ

構造部材実寸大模型の大型設備による試験が不可欠であ

ズル取り付け時の測定部内部写真を示す。ノズルの手前

るが，国内で MW 級の大型設備の整備は現状では非現実

側測定部は解放状態，対向側は冷却壁（水冷金属壁）で

的であり，必要に応じて外国大型設備利用による試験が

ある。Fig.4 には平板材料供試体の組み立て状況写真を

実施されている状況である。我々の風洞試験は，風洞全

示す。C/C 材（炭素繊維強化炭素複合材）平板材料，支

体の規模が小さいため，澱点，平板いずれの試験時にも

持用断熱材，取り付けフランジを組み立てた状況で，材

材料要素規模での評価に限定されるが，防熱材開発，評

料面をノズル内壁面と段差の無いようにノズルに取り付

価試験に必要な試験計測技術の開発，知識の蓄積にはそ

けて加熱試験を実施する。写真には，50mm × 100mm

れなりの成果を挙げることが可能である。このような経

の寸法のC/C材供試体が２枚取り付けられた状況を示し
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Fig.1 Test chamber configuration with a channel nozzle

Fig.2 Channel nozzle test configuration
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