科学技術振興調整費
中間成果報告書

開放的融合研究

乱流制御による新機能熱流体システムの創出

研究期間：平成１３年度～１４年度

平成 15 年 6 月

文部科学省

乱流制御による新機能熱流体システムの創出

研究計画の概要

p.1

研究成果の概要

p.10

研究成果の詳細報告
1. 能動乱流制御の研究
1.1. 能動乱流制御デバイスの開発

p.19

1.2. 能動乱流制御理論の構築

p.23

1.3. 数値シミュレーション

p.26

1.4. モデルシステムによる実証

p.29

2. 乱流燃焼制御の研究
2.1. 乱流ジェット制御の開発

p.32

2.2. 乱流燃焼計測技術の開発

p.35

2.3. 乱流燃焼微細メカニズムの解明

p.38

2.4. モデルシステムによる実証

p.41

乱流制御による新機能熱流体システムの創出

研究計画の概要

■ 研究の趣旨
乱流は、非線形現象としての複雑さ・奥深さと工学的有用性故に、多くの物理学や工学の研究者に注目され研究されて
きたが、それにも拘わらず、ハイゼンベルグの予言「２０世紀の最後まで残る物理学の問題は、素粒子論と乱流であろう」
（二十世紀初頭）にあるように、流体研究において残された最大の課題として存在し続けてきた。
しかし近年、レーザ光等を用いた高分解能・非接触光学的流体計測技術、計算機を用いた乱流現象の数値シミュレー
ション技術、MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems：マイクロマシン) 技術を用いたマイクロセンサ・アクチュエータ技
術、制御理論などの発達などにより、乱流現象を解明しさらに制御するための環境が急速に整いつつある。そこで本研究
では、これらの最新技術を発展させ、複雑且つ普遍的な流体現象である乱流現象を解明し、そのマイナス面を抑制しプラ
ス面を促進する高度な制御手法の開発に取り組んだ。
乱流制御は、乱流現象の普遍性故に、工学的あるいは理学的にも幅広い波及効果をもたらすが、乱流現象の複雑さ故
にタフな課題であり、その実現のためには、基本的な現象理解とともにセンサ・アクチュエータ等の開発における高いハー
ドウェア技術、それを支える多様なソフトウェア技術といった、広範囲にわたる高度な技術開発が要求される。そしてこれら
の多岐にわたる技術開発を実現するためには、１企業、あるいは１研究所での実施は実質的に不可能であり、従って本研
究では、多数の研究者を集約・組織化した国家的体制を作り、研究を開始した。
制御対象としては、工学分野で現れる 2 つの主要な乱流形態である壁乱流と自由乱流を選定した。壁乱流は、航空機・
自動車・船舶などの物体が流体中を進むときや管の中の流れにおいて、壁面に沿って存在する大きな速度差をもつ薄い
領域すなわち境界層の中で発生する活発な渦運動であり、摩擦抵抗や騒音の発生という短所をもつと同時に、壁・流体間
の熱伝達の促進や剥離の抑制という長所をもつ。一方、自由乱流は壁面が存在しない乱流であり、その中でも流体中に噴
出されたジェットである噴流乱流は、周囲の静止流体との間に複雑な渦運動を発生し、強い混合・拡散作用をもつため、流
体系の製造過程やエンジン内の燃料と空気の混合および燃焼などに利用され、工学的重要性が高い。
上記の２つの制御対象に対応すべく、本研究は「能動乱流制御の研究」と「乱流燃焼制御の研究」の 2 つのサブテーマ
構成とする。サブテーマ「能動乱流制御」では、壁乱流を制御対象として、負の効果である摩擦抵抗発生の抑制、正の効
果である壁・流体間の熱伝達の促進や航空機の翼などで発生する剥離の抑制を目的とする。制御手段としては、壁面にマ
イクロセンサ・マイクロアクチュエータ・アレーを埋め込む MEMS 技術や、水中に微細な気泡や界面活性剤を少量添加する
ことによる流体物性制御技術を用いて、乱流制御システムのプロトタイプの開発 (3 年後)、乱流の能動的制御による摩擦
抵抗低減・剥離抑制・伝熱制御の実現 (5 年後)を目指す。サブテーマ「乱流燃焼制御」では、噴流乱流における燃焼過程
を制御対象とする。その中でも特に低環境負荷型燃焼技術として期待されている希薄予混合燃焼について、高温環境下
で利用可能なセンサ・アクチュエータ技術の開発 (3 年後)、それらのシステム化、吹き消えや燃焼騒音・振動などの不安定
現象の抑制による希薄予混合燃焼の適用範囲の拡大、燃焼効率の向上と有害生成ガスの低減 (以上 5 年後)を目指す。
そして、これらのサブテーマにより実現される乱流現象の解明とその制御は、流体に関わる革新的な共通基盤的技術と
して製造・運輸・エネルギーなど工学の広い分野に波及効果を及ぼすだけでなく、高度非線形現象の制御というサイエン
スの新展開、すなわち工学的手法による新たな知の創出に貢献すると期待される。

■ 研究の概要
本研究では、壁乱流と噴流乱流(燃焼)という 2 つの代表的な乱流を対象として、乱流を制御するための手法を研究し開
発する。研究対象に対応し、「能動乱流制御」と「乱流燃焼制御」の 2 つのサブテーマ研究を実施している。いずれのサブ
テーマにおいても、乱流を制御するために、ハード及びソフトの双方の技術における飛躍と、それらを融合した成果を必要
とする。具体的には、①制御すべき乱流の特徴の把握、②乱流を検知するためのセンサ技術の開発、③乱流を操作する
ためのアクチュエータ技術の開発、④乱流の効率的な制御法の開発、そして最後に、研究成果を統合した⑤実証システム
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の開発が必要である。以下ではこれら要件を満たすための具体的な研究内容をそれぞれのサブテーマごとに記す。
＜サブテーマ 1: 能動乱流制御の研究＞
本サブテーマの目的は乱流制御による流体抵抗の低減である。その実現のため「能動乱流制御デバイスの開発」、「能動
乱流制御理論の構築」、「乱流制御数値シミュレーション」、「モデルシステムによる実証」という４つの研究項目を設定した。
まず、「能動乱流制御デバイスの開発」では、センサ・アクチュエータの開発を実施する。乱流を制御するためには、まず複
雑に変化する乱流の構造と挙動を正確に知るためのセンサ技術が必要である。マイクロマシン製造技術を利用した、空間的
に高い分解能をもち時間的変化に追従できる複数のセンサの開発を行う。さらに、実用システムへの組み込みは困難と予想
されるが、センシング技術の高度化という観点から、レーザ光による光学計測技術の高度化も実施する。これにより、非接触
で流れを高解像度で計測することができ、数値シミュレーションと補い合う形で現象理解に寄与する。次に、センサーと組み
合わさることで乱流制御を実現するのが、乱流を好ましい方向に変化させることができるアクチュエータ技術である。アクチュ
エータの要件は、少ない労力で大きな変化を発生させることができる高効率性と、好ましい変化のみを発生させそれ以外の
変化を発生させない選択的機能性である。マイクロマシン技術を用いたアクチュエータ技術、あるいは微小気泡（マイクロバ
ブル）等を流体中に混入し流体物性値を変化させるアクチュエーション技術を、上記の要件を満たす形での確立を行う。マイ
クロマシン技術によるセンサー・アクチュエータ開発は主として産業技術総合研究所と航空宇宙技術研究所が、物性値制御
によるアクチュエーション技術の開発は主として海上技術安全研究所と産業技術総合研究所が担当する。
つぎに、「能動乱流制御理論の構築」においては、主としてマイクロマシンを用いたセンシング・アクチュエーションのため
の制御アルゴリズムの構築を行う。そのため、数値シミュレーションを用いて乱流とマイクロセンサ・マイクロアクチュエータ・
アレーの働きをシミュレートし、遺伝的アルゴリズム、ニューラルネット等の制御手法による摩擦抵抗低減効果を評価する。
主として産業技術総合研究所が研究を実施する。
「乱流制御数値シミュレーション」においては、従来からの数値シミュレーション技術を高度化する。これにより、上記の制御
理論構築に寄与するとともに、センサ・アクチュエータを含めたシミュレーションを行うことで「能動乱流制御デバイスの開発」
に設計指針を与えることが可能となる。さらに、シミュレーションの高度化により、制御対象である乱流現象の理解を深めること
が可能となる。たとえば、これまで困難と考えられていた気泡等の添加物を含むような乱流場のシミュレーションを通じて、従
来明確になっていないマイクロバブルによる抵抗低減メカニズムを解明し、高効率なマイクロバブルによるアクチュエーション
が可能になることが期待できる。本項目は主として産業技術総合研究所と海上技術安全研究所が研究を実施する。
最後に、「モデルシステムによる実証」においては上記研究項目で開発された制御システムの構成要素（センサ・アクチ
ュエータ・制御アルゴリズム）を組み合わせ、制御システムを構築しその性能を評価する。一般に、個々の要素技術が単体
として機能したとしてもシステムとして十分な性能を発揮する保証はない。この研究項目で得られた結果は、デバイス開発、
あるいは制御理論構築といった上記の個々の研究項目にフィードバックされ、より高性能なシステム構築に貢献する。本項
目は、産業技術総合研究所、航空宇宙技術研究所、海上技術安全研究所それぞれが担当する。

＜サブテーマ 2: 乱流燃焼制御の研究＞
本サブテーマの目的は低環境負荷燃焼技術として期待されながら振動燃焼・燃焼騒音・逆火・吹き消えといった不安定
性故に適用範囲の狭い希薄予混合燃焼を制御により安定させ使用可能な範囲を広げることである。より具体的には、不安
定現象のうち、振動燃焼・燃焼騒音の抑制を行うとともに保炎性能の向上行い超希薄化することを目指している。その実現
のため「乱流ジェット制御の開発」、「乱流燃焼計測技術の開発」、「乱流燃焼微細メカニズムの解明」、「モデルシステムに
よる評価」という４つの研究項目を設定した。乱流燃焼は乱流現象に化学反応、発熱が加わったきわめて複雑な現象であ
る。そのため、サブテーマ「能動乱流制御の研究」に比し現象理解（制御対象の特徴の把握）の相対的な重要度が高く、研
究項目の設定に反映されている。
まず、「乱流ジェット制御の開発」では、燃焼制御用アクチュエータの開発を行う。燃焼場という高温環境下で利用可能な
アクチュエーション技術は限られている。まず、振動燃焼・燃焼騒音抑制の手法としては２次燃料、あるいは２次空気の噴
射の制御による方法が最有力候補である。そこで、具体的に噴射を制御するデバイスの性能評価・特性把握を行う。また、
保炎性能向上用のデバイスについても開発・性能評価を行う。本研究項目は航空宇宙技術研究所、産業技術総合研究所、
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海上技術安全研究所が実施している。
次に、「乱流燃焼計測技術の開発」においては、高温環境下でも利用可能なセンシング技術の開発を行う。光学センサ
の開発・性能評価を行う。また、乱流燃焼場の現象理解を主たる目的としてレーザ計測システムの高度化を行う。これにより、
下記の研究項目「乱流燃焼微細メカニズムの解明」に貢献する。本研究項目は航空宇宙技術研究所、海上技術安全研究
所が実施している。
「乱流燃焼微細メカニズムの解明」また乱流燃焼振動・騒音等の不安定現象を抑制するため、燃焼騒音の基礎的実験・
シミュレーションによる知見の拡大、さらに、乱流燃焼場の詳細な直接数値シミュレーションおよび乱流燃焼場の微小構造
の計測を実施し、保炎に関わる現象の抽出を行う。航空宇宙技術研究所が中心となって研究を実施している。
最後に、「モデルシステムによる評価」では燃焼騒音抑制制御システムのプロトタイプ試作を行う。制御アルゴリズムの研
究もこの研究項目において実施される。また、制御システムの評価のための数値シミュレーションコードを開発し、実験用モ
デル燃焼器の燃焼シミュレーションを実施する。航空宇宙技術研究所を中心とし、３研究所が研究を分担している。
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■ 年次計画および所要経費
(単位：百万円)
所要経費

研 究 項 目

12 年度

13 年度

14 年度

合計

129.2

95.2

66.5

290.9

25.6

27.8

24.2

77.6

22.1

21.3

19.6

63.0

0.0

34.8

64.1

98.9

12.3

10.2

8.7

31.2

65.2

54.3

45.4

164.9

47.2

33.6

30.1

110.9

0.0

20.0

38.5

58.5

301.6

297.2

297.1

895.9

1. 能動乱流制御の研究
(1) 能動乱流制御デバイスの開発
(2) 能動乱流制御理論の構築
(3) 乱流制御数値シミュレーション
(4) モデルシステムによる実証

2. 乱流燃焼制御の研究
(1) 乱流ジェット制御の開発
(2) 乱流燃焼計測技術の開発
(3) 乱流燃焼微細メカニズムの解明
(4) モデルシステムによる評価

所 要 経 費

（合 計）
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■ 研究体制
研究総括責任者： 大橋秀雄（工学院大学（理事長）、 海上技術安全研究所併任）
研 究 項 目

所属機関

◎吉田 博夫

サブテーマ１ 「能動乱流制御の研究」
1.

能動乱流制御デバイスの開発

研究担当者

産業技術総合研究所

○吉田 博夫
川口 靖夫
阿部 裕幸
瀬川 武彦
前田 龍太郎

航空宇宙技術研究所

高木 正平
西澤 啓

海上技術安全研究所

児玉 良明

東京大学大学院 工学系研究科

笠木 伸英(教授)
松本洋一郎(教授)

2.

能動乱流制御理論の構築

慶應義塾大学 理工学部

菱田 公一(教授)

東洋大学 工学部

加藤 洋治(教授)

産業技術総合研究所

吉田 博夫
菊島 義弘
深潟 康二

航空宇宙技術研究所

高木 正平

海上技術安全研究所

児玉 良明

東京大学大学院 工学系研究科

○笠木 伸英(教授)
松本洋一郎(教授)
鈴木雄二(助教授)

慶應義塾大学 理工学部
3.

乱流制御数値シミュレーション

産業技術総合研究所

菱田 公一(教授)
○川口 靖夫
深潟 康二

航空宇宙技術研究所

西澤 啓

海上技術安全研究所

杉山 和靖

東京大学大学院 工学系研究科

笠木 伸英(教授)
松本洋一郎(教授)
高木 周(助教授)
川村 隆文 (講師)

4.

モデルシステムによる実証

産業技術総合研究所

○吉田 博夫
川口 靖夫
菊島 義弘

航空宇宙技術研究所

高木 正平
西澤 啓

海上技術安全研究所

児玉 良明

東京大学大学院 工学系研究科

笠木 伸英(教授)
松本洋一郎(教授)

慶應義塾大学 理工学部

菱田 公一(教授)

東洋大学 工学部

加藤 洋治(教授)
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◎小川 哲

サブテーマ２ 「乱流燃焼制御の研究」
1.

乱流ジェット制御の開発

航空宇宙技術研究所

小川 哲
溝渕 泰寛
山本 武

海上技術安全研究所

○井亀 優
春海 一佳

産業技術総合研究所

前田 龍太郎

東京工業大学大学院 工学系研究

宮内 敏雄(教授)

科

2.

乱流燃焼計測技術の開発

青山学院大学 理工学部

林 光一(教授)

航空宇宙技術研究所

小川 哲
溝渕 泰寛
○鈴木 和雄
山本 武
立花 繁

3.

乱流燃焼微細メカニズムの解明

海上技術安全研究所

岸 武行

東京工業大学大学院 工学系研究

宮内 敏雄(教授)

科

店橋 護(助教授)

青山学院大学 理工学部

林 光一(教授)

慶應義塾大学 理工学部

菱田 公一(教授)

航空宇宙技術研究所

小川 哲
溝渕 泰寛
新城 淳史

東京工業大学大学院 工学系研究
科
4.

モデルシステムによる評価

航空宇宙技術研究所

○宮内 敏雄(教授)
店橋 護(助教授)
○小川 哲
溝渕 泰寛
新城 淳史
鈴木 和雄
山本 武
立花 繁

海上技術安全研究所

井亀 優
春海 一佳

産業技術総合研究所

前田 龍太郎

東京工業大学大学院 工学系研究

宮内 敏雄(教授)

科

店橋 護(助教授)

青山学院大学 理工学部

林 光一(教授)
佐藤 博之(助手)

（注：◎はサブテーマ責任者、○は研究項目リーダー）
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■ 融合への取り組み
１．研究総括責任者の指導性
(1)知的乱流制御研究センターの設置
本研究は、「能動乱流制御」と「乱流燃焼制御」という相互に関連を有しつつも性格の異なる 2 つのサブテーマの実現に
向けて、我が国の流体力学分野の主要な研究者を結集するため、他のすべての開放融合プロジェクトが 2 つの研究機関
で構成されているの対して、航空宇宙技術研究所、産業技術総合研究所、海上技術安全研究所の 3 つの機械系の独立
行政法人研究所、さらに国内主要大学が参加する、大規模なプロジェクト構成となっている。そこで、研究総括責任者がこ
のような大規模プロジェクトを効率的に指導できるようにするため、幹事研究所である海上技術安全研究所内に「知的乱流
制御研究センター」（図 1）を設置し、上記の 3 独立行政法人、大学、民間からの本研究参加者はすべて同センター員とす
ることにより、組織的な指導体制を構成した。
(2)センターの組織構成
まず、研究総括責任者の指示のもと、センター業務を担

知的乱流制御研究センター

当する代表者としてセンター長を２名任命した。２名は学術
担当（笠木伸英、東京大学）と運営担当(児玉良明、海技

研究総括責任者

研)であり、それぞれセンターの研究面と運営面それぞれの

大橋秀雄

業務を分担した。
次に、研究全体のマネージメントについて検討を行う組

センター長

織として、開放融合研究マネージメントグループを設けた。

笠木伸英 (東大、学術担当)

このグループは各サブテーマごとの研究ワーキンググルー

児玉良明 (海技研、運営担当)

プ（WG）のリーダ、3 研究所の代表者、両センター長、大
学・民間の代表的メンバーといった研究実施の実務者の代

マネージメントグループ

表からなり、研究全体の方向性、実行時の予算の有効配

センター長、WG リーダ、3 研代表等、計１２名

分等について組織の枠を越え議論・決定した。研究マネー
ジメントグループの会合は定期的に開催され、総括責任者

全

の指示のもと、新年度の研究計画の策定・年度末の研究
報告書の作成などに対応した。また、その議事内容、決定

体

能動乱流制御 WG

委

員 会
乱流燃焼制御 WG

事項は逐次マネージメントグループから総括責任者に対し

横断的研究グループ

報告され、承認を得るようにした。

(計測,シミュレーション,アクチュエータ)

さらに、研究総括責任者が研究参加者全員の意見を直
接把握し、研究遂行に反映させるため研究参加者全員が
参加する全体委員会を、年度初めの研究計画書承認、年
度途中の進捗状況報告、年度末の成果報告書承認の年 3

図－1 知的乱流制御研究センター組織図

回開催した。同委員会は研究参加者の意思統一の機会と
しても有益である。
一方、研究サブテーマ毎に WG を組織し、WG リーダの指導の下に実際の研究を行った。WG 単位のミーティングが毎月
1 回程度定期的に開催され、その進捗状況がマネージメントグループ、さらに研究総括責任者に報告された。さらに、サブ
テーマ WG 間の連携を促進するため、計測、シミュレーション、アクチュエータの各共通研究要素について、横断的な研究
グループを組織した。

２．サブテーマ間の連携
研究は、基本的には 2 つの研究サブテーマ WG において行われたが、それらの研究状況はマネージメントグループにお
いて統一的に討議され、各 WG にフィードバックされた。また、研究参加者全員が出席する全体委員会においても、サブテ
ーマ間の交流が図られた。
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さらに、より直接的にサブテーマ間の連携をはかる機会として、横断的研究グループが設けられた。具体的には、計測及
び数値シミュレーションのグループが活動を行い、グループミーティングを開催しサブテーマの枠にとらわれない熱心な議
論が行われ、シミュレーション手法の向上、計測手法の見直し等の成果があった。これら二つのグループの活動を維持す
るとともに、さらにアクチュエータに関する新たな横断グループを組織し活動を開始した。

３．融合（研究所間の融合、サブテーマ内、研究項目内の融合）の取り組み状況
既述のように、「知的乱流制御研究センター」を海上技術安全研究所内に設置した。3 独立行政法人・大学・民間からの
融合研究参加者はすべて同センターに所属し、同センターは、所属機関、担当研究分野の垣根を越えた組織として、研究
の中心と位置づけられている。
本研究の予算配分と研究計画は、形式的には 3 研究所のそれぞれにおいて行われるが、実質的には、同センターにお
いて、研究総括責任者の下、マネージメントグループが１元的に管理した。
また、サブテーマ WG もセンター内に組織され、各 WG ごとにほぼ月 1 回のペースで研究進捗状況の報告等を行うグル
ープミーティングが行われた。また、適宜、各研究項目単位でミーティングが行われた。
さらに、同センターは、融合研究の情報発信も行っており、1 年間の先行研究の期間も含めて、これまで 4 回の「知的乱
流制御シンポジウム」を主催した。同シンポジウムは東京大学で開催され、3 研究所の研究者を中心とする本研究プロジェ
クトの参加者だけでなく、多数の国内外の研究者が参加し、研究成果の広報に役立った。
同センターは、日本語、英語両方の Web page を運営し、研究内容の周知、シンポジウムの開催案内、主要な研究報告
のダウンロードサービスを、国内だけでなく広く世界中から受けられるようにしている。
また、e-mail（メーリングリストなどを活用）などを通し複数の組織に所属する多数の研究者が随時連絡を取り合い、情報
を共有するとともに、実際に各研究サイトへ相互に出向いて実験ならびに数値計算を行っている。そのために、上記乱流
制御研究センターへの併任のみならず、必要に応じて各研究機関間で相互に併任をかけ合っている。成果の取りまとめに
関しても共同作業が進められている。
また併任といった人的手続きのみならず、参加組織間で共同研究契約を締結することで、相互の備品の貸借、知的所
有権の所属等について問題が生じない体制を整えている。
さらに、産業界との連携も積極的に行い、産業界メンバーのサブグループ研究会への参加や複数の企業へのアンケート
調査を通して情報交流を行った。それにより、研究ニーズの一層の明確化とそれに伴う研究内容の集中等がなされ、産・
学・官が好ましい形で融合した体制となっている。
融合研究評価委員会への対応も同センターの業務としてなされた。
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■ 融合研究推進委員会の支援
１．開催状況及び構成メンバー
氏

名

所

属

永安 正彦

独立行政法人航空宇宙技術研究所 理事（研究）

舞田 正孝

独立行政法人航空宇宙技術研究所 企画経営室長

寺田 博之

独立行政法人航空宇宙技術研究所 業務部長

請川 孝治

独立行政法人産業技術総合研究所 エネルギー利用研究部門長

永寿 伴章

独立行政法人産業技術総合研究所 企画本部総括企画主幹

長谷川 裕夫

独立行政法人産業技術総合研究所 エネルギー利用研究副部門長

◎ 渡邊 巌

独立行政法人海上技術安全研究所 理事（研究）

井上 彰一郎

独立行政法人海上技術安全研究所 企画部次長

小野 純生

独立行政法人海上技術安全研究所 総務部長

◎ 推進委員長
融合研究推進委員会は、研究初年度の平成 12 年度に 2 回、13 年度、14 年度はそれぞれ 1 回開催された。

２．実施した措置及び効果の考察
融合研究推進委員会は、融合研究参加３研究機関それぞれの研究担当理事、管理部長、企画室長に相当するメンバ
ー、合計９名から構成された。また、より臨機応変に開催できる組織として、3 研究機関の企画室長によって融合研究推進
委員会幹事会が作られた。
同委員会が各年度末に開催され、当該年度の研究成果報告書と研究評価報告書を承認した。また、必要に応じて随時
推進委員会を開催するのはメンバー構成から考え困難であることから、３研究所の企画室長に相当するメンバーから構成
される融合研究推進委員会幹事会が、適宜事務的事項の検討に当たった。
過去、研究総括責任者から「研究実施に際し各研究所間の違いをできる限り吸収できるような体制が望ましい」との意向
を受け、推進委員会により対応が図られた。具体的には、各研究所間での人事・予算上の取り扱いについて研究の自由度
が高まる方向で平滑化が行われ、それに沿う形で、大学等との共同研究契約も一元化され、事務作業の軽減につながっ
た。さらに、非常勤職員（ポスドク）の待遇も 3 研究所間で統一された。
また、本研究の中心に位置づけられる知的乱流制御研究センターの設置と同センターの業務に欠かせない全ての研究
参加者のセンターへの併任発令といった作業が推進委員会のサポートにより実現した。
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研究成果の概要

■総 括
本研究では、壁乱流と噴流乱流(燃焼)という 2 つの代表的な乱流を対象として、乱流を制御するための手法を研究し開
発している。乱流を制御するためには、ハード及びソフトの双方の技術における飛躍と、それらを融合した成果を必要とす
る。具体的には、(1)制御すべき乱流の特徴の把握、(2)乱流を検知するためのセンサ技術の開発、(3)乱流を操作するため
のアクチュエータ技術の開発、(4)乱流の効率的な制御法の開発、そして最後に、研究成果を統合した(5)実証システムの
開発が必要である。ここでは、これら５つの項目について、「能動乱流制御」と「乱流燃焼制御」の 2 つのサブテーマ研究に
よって得られた成果の概要を示す。

(1)制御すべき乱流の特徴の把握
乱流制御の実現はまず制御対象としての乱流の特徴の把握が不可欠である。すなわち乱流がどのような構造をもってお
り、さらにその構造への入力と出力の関係、つまりどのような作用に対してどのような変化が得られるのかといった制御対象
の特徴を捉えなくてはならない。
まず DNS（Direct Numerical Simulation、直接数値シミュレーション）を高度化し、壁乱流および乱流燃焼に適用した。DNS
とは、流体運動の支配方程式であるナビエストークス方程式を、離散化以外の近似無しに数値計算することにより実際の乱
流現象をコンピュータ上で忠実に再現する高度なシミュレーション手法である。本研究では、これまで困難と考えられていた
乱流燃焼場、添加物を含むような乱流場等の複雑な現象について DNS を実施し、実験だけでは得られない知見を得た。ま
ず壁乱流については、DNS により、ストリーク構造と呼ばれる準秩序的な縦渦構造があり、それが壁近くの乱流場の挙動を支
配する役割を負っていることを明らかにした。また、水流について DNS を実施し、界面活性剤を微量添加することによって水
が非ニュートン流体化され、それに伴って顕著な摩擦抵抗低減が発生するメカニズムを明らかにした。乱流燃焼については、
乱流燃焼場の詳細な DNS を実施し、希薄予混合燃焼の安定化にとって重要な保炎に関わる現象を見いだした。また、乱流
燃焼騒音の詳細なシミュレーションも実施し、騒音発生機構について理解を深めた。今後、DNS の知見に基づき、燃焼器全
体のシミュレーション用のモデルの改良、制御システム設計のためのモデリング等に貢献できるようにする。
レーザ光を用いた光学的計測技術も、非接触で流れを高解像度で計測することができ、研究に不可欠なツールである。
マイクロバブル流れでは、レーザ光によって蛍光発光するトレーサを水中に添加した PIV/LIF（Particle Image Velocimetry
/ Laser Induced Fluorescence）法を用いて気泡と乱流の干渉を詳細に計測し、乱流による摩擦抵抗増大の主因であるレイ
ノルズ応力の発生を気泡が抑制するメカニズムを世界で初めて明らかにすることができた。乱流燃焼については、高度な
センサ技術を用いて単純な形状周りの希薄予混合火炎の振る舞いについての測定を行い詳細な時系列データを得た。そ
して DNS と比較検討可能な計測データを得ることにより両者を連携させ保炎機構の詳細を解明することが可能となった。

(2)センサ技術の開発
乱流を制御するためには、先ず、複雑に変化する乱流の構造と挙動を正確に知るためのセンサ技術が必要である。壁
乱流では、乱流に支配的影響をもつ壁面近くの縦渦構造と運動をとらえるため、マイクロマシン製造技術を利用して、空間
的に高い分解能をもち時間的変化に追従できる複数の壁面センサを開発した。さらに、解析あるいはシミュレーションから
得られた設計指針に基づき、これらの応答性等の性能向上を図るとともに、抵抗低減システム構築に向けてアレー化を行
った。乱流燃焼では、高温に耐え、且つ非常に高い時間・空間分解能を有するセンサ技術として光学的方法が適しており、
そのため半導体レーザ分光システム（DLAS）を開発した。同システムは希薄予混合燃焼領域における火炎先端の振動を
高時間分解能でガス温度計測が可能であり、保炎制御に有効である。これを乱流予混合バーナに応用した。通常の熱電
対では得ることの出来ない 20kHz での温度サンプリングに成功した。これら、高機能なセンサー群からは大量のデータが得
られるが、高速にデータ処理を行うソフトウェアの開発も併せて実施した。
今後、実装可能なフィードバック制御システムへの組み込みを念頭に、ロバスト性の向上、最適配列などについて検討する。
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(3)アクチュエータ技術の開発
乱流を制御するため次に必要となるものは、乱流を好ましい方向に変化させることができるアクチュエータ技術である。ア
クチュエータの要件は、少ない労力で大きな変化を発生させることができる高効率性と、好ましい変化のみを発生させそれ
以外の変化を発生させない選択的機能性である。
壁乱流については、マイクロマシン技術を用いた、マイクロ電磁アクチュエータ、積層型ピエゾセラミックアクチュエータ、
マイクロジェットヴォルテックスジェネレータ（MJVG）の、異なる 3 つのアクチュエータ技術を検討・開発した。その結果、マイ
クロ電磁アクチュエータ、積層型ピエゾセラミックアクチュエータは制御には利用可能ではあるものの投入エネルギーが大
きい等の問題があることがわかった。また、マイクロジェットヴォルテックスジェネレータは剥離制御には有効であることがわ
かった。さらに、マイクロバブル技術について、摩擦抵抗低減効果を最大にする気泡径を調べるため、水ジェット法、流路
幅変更法、空気溶解法の 3 つの気泡径制御方法を開発・検討し、空気溶解法による微細気泡により抵抗低減効果が著しく
向上することが見いだされた。
乱流燃焼については、不安定になりがちな希薄予混合燃焼を安定保持するために、可変スワーラと２次火炎制御により
構成される保炎用デバイスを製作した。さらに安定範囲を拡大するため、不安定燃焼の一因である燃焼騒音・振動を抑制
する方法として能動騒音制御技術の応用を考えた。そのためのデバイスとして、音響加振型アクチュエータである燃焼制
御用スピーカを製作し、スワール型の燃焼器における振動燃焼を抑える実験を行い特定周波数における振動抑制を実現
した。また、２次火炎を変動させることにより音を発生させ、音源として用いることも検討しており、具体的なデバイスとして高
速な応答性を有するバルブの利用を考え、その基本特性を把握した。例えば、ピエゾ素子を用いた制御弁を用い、燃料流
量が脈動する場合の音響特性、及び燃焼時・非燃焼時の音圧レベルの周波数特性、燃料ガスの違いが周波数特性に及
ぼす影響等を調べた。
今後、現時点で検討されたアクチュエータの、制御システムへの組み込みに向けたロバスト性の向上、最適配列などに
ついて検討する。また、より高性能なアクチュエータ開発も実施する必要がある。

(4)制御法の検討
制御システムの構築はまず制御対象の特徴の把握から始まる。そのためには入力と出力の関係、すなわちどのような作
用に対してどのような変化が得られるのかといった制御対象の特徴を捉えなくてはならない。
壁乱流については、DNS を用いて乱流とマイクロセンサ・マイクロアクチュエータ・アレーの働きをシミュレートし、遺伝的ア
ルゴリズム、ニューラルネット等の制御手法によって乱流を制御し、摩擦抵抗を低減できることを明らかにした。
乱流燃焼については、音響加振型アクチュエータを用いた燃焼騒音・振動制御のための制御アルゴリズムの調査研究を
行い、具体的にシステムを構築して評価した。また、本格的な制御システム構築に向けた簡単なコントローラ系の試作及び
その性能試験を実施した。モデル燃焼器の制御則構築のためには複雑形状周りの数値シミュレーションを行う必要がある
が、そのためにはシミュレーションで用いる乱流燃焼モデルが必要である。そのため従来のモデルの妥当性について検討
を行い、新たなモデル構築の必要性が明らかとなった。詳細な実験データと DNS の比較により得られた知見はこのモデル
構築にも有用である。
今後、上述した具体的なセンサ・アクチュエータの動作特性を想定しながら、実装可能なコントローラを設計・試作する。

(5)実証システムの検討
能動乱流制御では、壁乱流抵抗低減ならびに剥離抑制のためのフィードバック制御システム構築を最終目標としている。
前述の個々の要素デバイス開発と併行して、原型となる制御システムを試作した。
乱流燃焼では、ターゲットをメタン希薄予混合ガスタービン用の燃焼器として、その超希薄化、安定化を実現するシステ
ム構築を最終的な目標としている。今後の制御システム構築のベースとなる保炎性能を高めた実験用モデル燃焼器を設
計・製作した。同燃焼器には、保炎用デバイスが組み込まれており、希薄燃焼が可能である。
今後、制御要素デバイスの特性を向上させつつ、それらを最適な形に組み合わせて実証システム構築を行う。
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図-1 能動乱流制御システム概念図（翼剥離制御）
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図-２ 乱流燃焼制御システム概念図
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■ サブテーマ毎、研究項目毎の概要
本研究は、「能動乱流制御の研究」、「乱流燃焼制御の研究」という２つのサブテーマからなる。
「能動乱流制御の研究」においては、能動乱流制御用センサ／アクチュエータから構成されるデバイスを構築するとと
もにそれらによる制御アルゴリズムを確立し、壁面乱流の制御およびより応用分野の広い能動剥離制御を実現し、乱流の
抵抗低減、熱伝達促進・抑制、流れの剥離抑制を達成する。また、流体の物性を制御することによる抵抗低減についても
その原理を明らかにすることで効率的な抵抗低減を実現する。
一方、「乱流燃焼制御の研究」においては、制御により、低環境負荷燃焼技術として期待されながらその不安定性故に実
際の適用が限られている希薄予混合燃焼をより一層希薄側で実現するとともに、広範囲な条件下で安定燃焼を実現する。
個々のサブテーマは４つの研究項目からなる。以下では個々の研究項目において得られた成果概要を記す。

1. 能動乱流制御の研究
1.1. 能動乱流制御デバイスの開発
制御システム構成要素のうち、センサ・アクチュエータに関する研究を実施している。
センサ・アクチュエータともに、マイクロデバイス技術を用いて種々試作し、性能評価を実施した。代表的なセンサとして、
マイクロ剪断応力センサおよび片持ち梁型センサがあげられる。これらを開発し、機能確認、性能評価を実施した。さらに
マイクロ剪断応力センサについてはアレー化を行った。アクチュエータについては、電磁・電歪アクチュエータ、マイクロジ
ェットボルテックスジェネレータ（MJVG）を開発し、特性評価を行った。微細気泡（マイクロバブル）等の添加物などによって
流体物性値を変化させるアクチュエーションについては、気泡径の制御を可能にする手法を複数提案し、評価を行った。
特に、気泡溶解法によるマイクロバブルにより高い抵抗低減効果が見いだされた。同アクチュエーション技術と関連したセ
ンシング技術を高度化を行った。これにより気泡・乱流の同時計測を実現した。
また、制御システム構築に向けた成果として、熱膜型せん断力センサならびに電歪型アクチュエータをアレー化し、一枚
のボード上に形成し応答特性、空間分解能を試験し、その適用可能性を確認した。

1.2. 能動乱流制御理論の構築
制御システム構成要素のうち、制御アルゴリズム・制御手法に関する研究を実施している。
実用化へ向けて、制御システムの翼型への搭載を想定し最適なセンサ、アクチュエータならびに動力源などの最適な要
素配置について検討を行った。また、たとえば円管乱流に対してする制御システムを想定し、センサーアクチュエータの最
適配置について制御系配置長さと制御効果とがほぼ比例関係にあることを確認した。また、制御アルゴリズムについては、
最適制御、乱流構造規範型アルゴリズム、適応制御アルゴリズムについて検討し、さらに物理量に基づく制御アルゴリズム
も構築した。また、剥離流れ制御アルゴリズムを構築しリアルタイム制御を可能にする時定数を明らかにした。
流体物性値を変化させる乱流制御法においては、溶解気泡によるマイクロバブル化により、従来の方法より格段に大き
な抵抗低減が得られる見通しがついた。

1.3. 乱流制御数値シミュレーション
乱流場の数値シミュレーション技術の向上を実施している。
壁乱流制御のシミュレーションを実施し、無限個のセンサが取り付けられている壁面を想定し、制御により物理量がどの
ように変動するかを明らかにし、壁乱流においては最大で 11%程度の抵抗低減が達成されることが予測された。また、実際
の制御システムに即し、円管内乱流の有限区間に制御デバイスを配置した部分制御のシミュレーションを行い、最適な配
置についての知見を得た。また変形アクチュエータ周りの流れのシミュレーションを行い、吸い込み・吹き出し型アクチュエ
ータとの速度分布ならびに過渡応答特性との違いを明らかにした。また、数値シミュレーションにより、ボルテックスジェネレ
ータによる単一縦渦形成過程を調べ、ほぼその形成が確認された。また、バブルを添加した乱流のシミュレーションを行い、
微細気泡流の過渡的挙動を考慮に入れることにより、摩擦抵抗低減が生じ得ることが示された。界面活性剤を添加する乱
流制御方法に関しては、計算方法により詳細な検討を加え、本プロジェクトで開発された方法（MINMOD スキーム）が従来
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の方法（AD スキーム）に比べて優れていることが示された。熱伝達に関する DNS 計算に成功し、計算結果は実験結果の解
釈に有効であることがわかった。

1.4. モデルシステムによる実証
個々の要素技術を組み合わせ、具体的な制御システムを構築、評価している。
実用を視野に入れ、制御システム適用に関して民間企業複数社にアンケート調査をし、それらの中から基礎的・共通的
なものとして船舶、翼型、高速列車などに的を絞ることとした。翼型については小型無人探査機、タービンなどへの展開を
視野に翼弦長 30cm、最大厚さ 5cm の翼型を選定しそれへのシステム搭載を試みることとした。
現状で利用可能なセンサ・アクチュエータ・制御アルゴリズムにより第１世代の制御システムを試作し、基本的な動作確
認を行った。壁乱流能動制御では遺伝的アルゴリズムのもと乱流抵抗がわずかながら現象する場合があることを確認した。
翼型剥離能動制御では、曲がり壁面を用いての能動制御実験に成功した。

2. 乱流燃焼制御の研究
2.1. 乱流ジェット制御の開発
燃焼騒音・振動燃焼および保炎を目的とした乱流燃焼制御用アクチュエータの開発・評価を行っている。
実用的な制御手法として２次燃料噴射による方法の追求を行い、燃焼制御において燃焼の安定化の問題を考えた場合、
かなり少ない２次噴射量で全体の燃焼場の状態を変える事が可能であることがわかった。具体的なデバイスとしてピエゾ素
子を用いた高速応答バルブ（ピエゾバルブ）、音響デバイスの制御デバイスとしての適用性を確認した。さらに、スワール燃
焼器のスワール中心部から外側に向けて放射状に２次燃料を噴射する制御用デバイスを製作し、性能評価を実施した。ま
た、保炎用デバイスとしては、従来のスワーラーとは異なる保炎機構をもつ円錐型保炎器の開発・評価を行った。

2.2. 乱流燃焼計測技術の開発
光学計測を中心とした燃焼場のセンシング技術の向上および実用システムへの適用の検討を行っている。
PIV(Particle Image Velocimetry)法を乱流燃焼計測に導入し、燃焼場内の２次元平面内における３次元速度ベクトル分布
を測定することに成功した。さらに LIF(Laser Induced Fluorescence)法を用いた化学種濃度分布計測と PIV 測定を同時に
行うシステムを開発し、乱流場と化学種濃度場の関係を計測することを可能とした。さらに、LIF 装置の時間／空間の分解
能を高めることにより燃焼場での CH、OH 分布を詳細に計測することを可能とした。また、実用をターゲットとした燃焼制御
センサーとして自発光現象を用いた当量比計測技術の開発を行い、スワール燃焼器における当量比を推定することが可
能であることを示した。

2.3. 乱流燃焼微細メカニズムの解明
制御手法開発、制御理論構築等に不可欠な現象理解のための基礎的研究を行っている。
数値シミュレーションにより、単純なジェットおよび旋回を含んだジェットによる浮き上がり火炎を解析し、燃焼に大きな寄与
がある乱流場の構造を明確にし、保炎に関連する火炎の安定性についての新たな知見を得た。また、燃焼反応を含む剪
断流れのシミュレーションも行い、燃焼騒音において乱流場に起因する不規則な発熱が重要であることを明らかにした。さ
らにメタン予混合火炎のシミュレーションから、発熱率分布と CH ラジカル濃度に非常に強い相関があることを示した。さらに、
LES を用いたモデル燃焼器の数値シミュレーションにより、燃焼振動をシミュレートした。また、「乱流燃焼計測技術の開発」
において開発した空間/時間高分解能 PLIF 装置を用いてスワール燃焼器内での強乱流場における希薄予混合火炎の発
熱帯および既燃域を可視化し、同様の DNS データの解析結果と比較することにより強乱流場における希薄予混合火炎の
詳細構造について解明した。

2.4. モデルシステムによる評価
燃焼制御システムのプロトタイプを構築、評価している。
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窒素酸化物の排出量が少なく、燃焼効率の高い希薄予混合燃焼器をめざし、新しい形状の保炎器を組み込んだ燃焼
器モデルを設計・製作し性能評価を行った。より希薄側まで燃焼が安定であること等ある程度の優位性が確認された。また
制御への試みの第一歩として、小型スワールモデル燃焼器における制御システムの構築を行い、センサーとして小型マイ
クロホン、アクチュエータに特製スピーカーを用いてオープンループの制御系を、さらにクローズループの制御系を構成し
振動燃焼を抑えることに成功した。
これら実験的研究と平行して、燃焼器システムの数値シミュレーションを行うため、Large Eddy Simulation（LES）コードを
開発した。実スケール燃焼器内での火炎挙動の解析を行い、定性的に妥当な解を得た。

■ 波及効果、発展方向、改善点等
本研究は、流体の基礎的且つ複雑非線形現象である乱流を対象とし、それを制御することにより工学的に有用な結果を
導くことを目的としているため、その研究成果と波及効果は、主として要素技術に関する基礎面から、システム化による実用
化すなわち産業界への貢献まで多岐に亘る。そしてそれらは、それぞれに発展方向と改善点をもっている。ここでは、波及
効果、発展方向、改善点等を、先ず各要素技術について、次にそれらを組み合わせて作ったシステムについて、最後に、
本研究プロジェクトそのものについて述べる。
センサ
壁乱流の制御のために MEMS 技術によって開発された壁面剪断力センサは、必要とされる高い感度と応答性を得るた
め、世界でも最新の技術を用いて作られトップクラスの性能を有し、乱流制御のためのセンサというだけでなく、流体計測の
あり方に革新をもたらす。
乱流燃焼において開発した半導体レーザ分光システム（DLAS）は非接触の光学的センシング技術であり、高い時間・空
間分解能をもち且つ高い信頼性をもつため、燃焼をリアルタイムで制御する今後の用途に活用されると期待される。
アクチュエータ
壁乱流制御のためのマイクロアクチュエータは、MEMS 技術の流体力学分野における利用の新しい良い例であり、
MEMS 技術の新しい利用分野を示している。
微細気泡の発生手法は直接的には船舶の摩擦抵抗低減デバイスであるマイクロバブルの高効率化に寄与するが、さら
に、環境浄化、洗浄、養殖、化学反応促進といった製造に関わる分野での利用が期待できる。
制御手法
壁乱流や乱流燃焼を制御対象として、いくつかの制御手法が適用され、有効性が示された。これらの流れは、通常の制
御対象と比較して強い非線型性をもつ複雑な物理現象であり、その制御は制御理論研究にとって新しい発展を必要とする。
さらに、数値シミュレーションに基づいた理論的な制御に止まらず、実際の流れを制御してその有効性を実証しており、そ
の成果は、制御技術の直接の利用だけでなく、制御理論の新しい発展に大きく貢献すると期待される。
数値シミュレーション技術
流体の数値シミュレーション技術は、コンピュータの発達に伴って重要性を増しており、単相流については高度な発達
が達成されているが、本研究で開発している、気泡が存在するような二相流や、燃焼のように急激な化学反応を伴う流れに
ついては、現象の複雑さのために、十分な発達がなされていなかった。本研究では、これらの流れについて世界の最先端
の数値シミュレーション技術を開発した。その技術は、実験が困難なそれらの流れについて、現象解明のためのツールとし
て活用されると期待される。
計測技術
計測技術は世界でもトップレベルであり、気泡流について新しく開発された PIV/LIF 計測法は、混相流の計測法として
普及していくと期待される。燃焼計測で用いられている半導体レーザによる計測技術は、高温場の製造過程のモニタリング
に利用できるだろう。シミュレーション技術の向上もめざましく、従来得られていなかった知見が得られるようになっており、
燃焼器設計といった製造業の基盤に貢献する。
一般に、本研究で開発されたデバイス技術・計測技術・シミュレーション技術は、非常に基礎的な技術であるだけに応用
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分野も広く、本来の目的である乱流制御に近い流体機械の設計だけでなく、製造現場・医療・マイクロラボといったより広い
領域で活用できる可能性がある。
システム化
工学の分野に属する本研究では、上記に示した様々な基礎的な要素ツールを開発するだけでなく、それらの成果を実
用的な流体機械などにおいて利用できるようにするため、それらを組み合わせて実機をモデル化したシステムを構成し、そ
の有効性を確認することにより、実用化への橋渡しを確実なものにするよう、研究が構成されている。それらは、壁乱流の制
御のためのマイクロ・センサーアクチュエータ・アレー、乱流燃焼制御のためのモデル燃焼器システムなどである。それらの
存在は、実用化に際しての問題点の抽出と解決のための方向性を容易に見える働きをしている。
研究プロジェクト
本研究はかつて先行し近年一時中断していた米国の研究開発に刺激を与え彼の地での学会活動を活発化している。
米国は、嘗ては MEMS を用いた壁乱流の制御技術の研究において指導的立場にあったが、最近は停滞していた。また
マイクロバブル技術についても同様である。しかし、最近、本研究プロジェクトが国際的にも注目され、その進展を見て、特
に米国において再び乱流制御研究が活性化しており、本研究を凌ぐ予算規模により実施され始めた。
国内学会においても乱流制御研究の特別セッションが数多く組まれ、研究が活性化され、また、その利用を目的とした
産学官連携活動の機運が醸成されている。また、産業界からも具体的な適用機器について幾つか意見が出されている。

今後、乱流制御システムを実際に構築することで、システム自体の実用化への目処を立てるとともに、個々の要素技術の
一層の高度化、他分野への適用可能性の検討を行っていく必要がある。そして、そのためには、本研究においては、研究
資源の一層の有効配分を行い、残る研究期間内での研究成果の最大化を図ると共に、研究を一層発展させるため、後継
研究プロジェクトの実現に向けて努力する必要がある。
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■ 研究成果の発表状況
(１)研究発表件数
原著論文による発表

左記以外の誌上発表

口頭発表

合

計

国 内

41 (0)件【13】

11 (0)件【0】

170 (0)件【11】

222 (0)件【24】

国 際

51 (8)件【7】

8 (0)件【0】

110 (0)件【12】

169 (8)件【19】

合 計

92 (8)件【20】

19 (0)件【0】

280 (0)件【23】

391 (8)件【43】

＊既発表論文について記載し、投稿中の論文については括弧書きで記載のこと。
＊＊【 】内は融合研究グループ各機関間の共著論文数（内数）及び口頭発表件数（内数）の合計とする。

(2)特許等出願件数
6【0】件 （うち国内 5【0】件、国外 1【0】件）
＊【 】内は融合研究グループ各機関間の共同出願数（内数）とする。

(3)受賞等
3 件 （うち国内 3 件、国外 0 件）
1．「噴流制御のためのミニチュア・アクチュエータ群を備えたインテリジェントノズル・システムの構築の研究」、鈴木宏明、
2000 年度日本機械学会奨励賞
3．「水素・空気乱流予混合火炎の局所構造」、店橋護、名田譲、今村征寛、宮内敏雄、2001 年日本機械学会論文賞
3．「フラップ型マイクロ電磁アクチュエータ群による軸対称噴流の能動制御」、笠木伸英、鈴木雄二、2002 年度伝熱学
会学術賞．
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(4)主要雑誌への研究成果発表
Impact
Factor

サブテーマ 1

サブテーマ 2

合計

Journal of Fluid Mechanics

1.912

2

0

3.824

Experiments in Fluids

0.821

2

0

1.642

Int. J. Heat and Fluid Flow

0.968

7

0

6.776

Int. J. Heat and Mass Transfer

0.613

2

0

1.226

J. Computational Physics

1.716

3

1

6.864

Numerical Heat Transfer

1.033

5

0

5.165

Trans. ASME J. Heat Transfer

1.059

1

0

1.059

J. Enhanced Heat Transfer

0.906

1

0

0.906

Computer methods in applied mechanics and

0.913

1

0

0.913

Physics of Fluids

1.799

1

0

1.799

AIAA J.

0.773

0

2

1.546

J. Physics D

1.179

0

2

2.358

0.859

0

1

0.859

1.560

0

1

1.560

Journal 名

engineering

Measurement

Science Tech．

Combustion and Flame
＊査読制度のあるジャーナルに限る。
(5)シンポジウム等の開催状況
主催したシンポジウム等の年次別開催テーマ名等

参加人数の累計

年次

開催テーマ名

概要

開催日数

11

第 1 回知的乱流制御シンポジ
ウム
先行研究「新機能流体デバイ
スによる乱流制御」(H11 単年
度)の中で実施。

2 日間

136 名

10 名

12

第 2 回知的乱流制御シンポジ
ウム

3 日間

158 名

25 名

13

第 3 回知的乱流制御シンポジ
ウム

3 日間

141 名

21 名

14

第 4 回知的乱流制御シンポジ
ウム

乱流制御研究を立ち上げるに当た
って開催。能動乱流制御、乱流燃焼
制御に関わる分野の第１人者による
招待講演及びプロジェクトメンバー
による研究の現状と将来計画につい
ての講演。招待講演 5 件。プロジェク
トメンバーによる講演 4 件。
平成１２年度に実施した研究から代
表的なものについて成果を報告。ま
た、能動乱流制御、乱流燃焼制御に
関わる分野の第一人者による招待講
演。招待講演 4 件。プロジェクトメン
バーによる講演 18 件。
平成 13 年度に実施した研究から代
表的なものについて成果を報告。ま
た、能動乱流制御、乱流燃焼制御に
関わる分野の第一人者による招待講
演。招待講演 4 件、プロジェクトメン
バーによる講演 15 件
平成 14 年度に実施した研究から代
表的なものについて成果を報告。ま
た、能動乱流制御、乱流燃焼制御に
関わる分野の第一人者による招待講
演。招待講演 5 件、プロジェクトメン
バーによる講演 12 件

3 日間

127 名

１７名

＊複数開催した場合は、それぞれ分けて記述する。
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1. 能動乱流制御の研究

1.1. 能動乱流制御デバイスの開発

独立行政法人産業技術総合研究所エネルギー利用研究部門ターボマシン研究グループ他
吉田 博夫、川口 靖夫、他

■要 約
本研究項目においては乱流の抑制・発生を自由に制御するためのマイクロセンサ・アクチュエータや流体物性を利用し
た乱流制御方法の開発を行っている。
センサ・アクチュエータともに、マイクロデバイス技術を用いてマイクロ剪断応力センサ、マイクロジェットボルテックスジェ
ネレータ（MJVG）等、種々試作し、性能評価を実施し、さらにはシステム化に向けたアレー化も実現した。また、微細気泡
（マイクロバブル）等の添加物などによって流体物性値を変化させるアクチュエーションについては、気泡径の制御を可能
にする手法を複数提案し、評価を行った。

■目 的
壁乱流は、航空機・自動車・船舶などの物体が流体中を進むときや管の中の流れにおいて、壁面に沿って存在する大き
な速度差をもつ薄い領域すなわち境界層の中で発生する活発な渦運動である。壁乱流は、摩擦抵抗を非乱流状態(層流
とよぶ)に比べて 100 倍程度増大させるという大きな短所や、騒音の発生という短所、壁・流体間の熱伝達の促進や剥離の
抑制という長所などをもち、特に輸送機器にとって重要な乱流である。本サブテーマ研究では、壁乱流を制御対象として、
負の効果である摩擦抵抗発生の抑制、正の効果である壁・流体間の熱伝達の促進や航空機の翼などで発生する剥離の
抑制を乱流制御によって実現することを目的とした。
乱流を制御するためには、ハード及びソフトの双方の技術における飛躍と、それらを融合した成果を必要とする。具体的に
は、①制御すべき乱流の特徴の把握、②乱流を検知するためのセンサ技術の開発、③乱流を操作するためのアクチュエー
タ技術の開発、④乱流の効率的な制御法の開発、そして最後に、研究成果を統合した⑤実証システムの開発が必要である。
本研究項目においては、乱流の抑制・発生を自由に制御するためのマイクロセンサ・アクチュエータの開発と、微細気泡（マ
イクロバブル）や界面活性剤を添加による流体物性制御を利用した乱流制御手法用のデバイス開発を目的とする。

■ 研究方法
制御システム（図１）を構成するハードウエアであるマイクロセンサ、アクチュエータについて適用対象候補（船舶、翼型、
高速列車、パイプライン等）に関して要求される仕様マップを作成した。この結果をもとに、センサ関連では、力学センサ
（片持ち梁型、PZT 型）、サーマルセンサアレーの熱解析、試作および動特性向上を行い、アクチュエータ関連では
MJVG 改良、MEMS 電歪アクチュエータ、MEMS 電磁アクチュエータ（図２）等の試作・特性評価を行った。さらに、システム
化に向け裏側配線センサ・アクチュエータ試作・特性評価を実施した。また、物性変化を利用したアクチュエータとして、バ
ブル注入法においては気泡径制御の実現と気泡と乱流の干渉メカニズムの解明をめざし、複数の気泡発生方法を試み、
併せて気泡乱流と界面活性剤添加流れの光学的測定を行った。
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図-1 壁面乱流制御システム概要図

図-2 電磁アクチュエータと壁面剪断センサ

■ 研究成果
マイクロデバイスを種々試作した。センサについては、熱発生を利用したマイクロ剪断応力センサを開発しさらにアレー
化を行った。また、片持ち梁型センサを用いて剥離流れの特徴である逆流を検出する事ができた。アクチュエータについ
ては、電磁・電歪アクチュエータ、マイクロジェットボルテックスジェネレータ（MJVG）を開発し、特性評価を行った。さらにシ
ステム化に向け、熱膜センサアレーならびに電歪型アクチュエータアレーを一枚のボード上に形成し応答特性、空間分解
能を試験し、その適用可能性を確認した。また、実装型制御システム構築のための仕様を検討し、センサならびにアクチュ
エータのアレー化・最適配置条件を明らかにした。センサとしては、20 個以上の熱膜型せん断力センサを流れに垂直方向
に 1mm 間隔、流れ方向に 2mm 間隔程度に集積アレー化をし、直径 2mm の電磁マイクロアクチュエータアレー複数個（数
10 個程度）をそれぞれ 3～4mm ピッチで後方に配置する。このセンサ・アクチュエータユニットにより 1～2mm 程度の空間分
解能ならびに 2msec 程度の応答特性を実現した。剥離制御においてはマイクロボルテックスジェネレータの最適化ならび
に分散配置について検討し、翼弦長 30cm、最大厚さ 5cm の翼型搭載仕様を明らかにした。また新たに開発したファイバー
ブラッグ（FBG）システムによりデバイスの制御性評価を行った。
また、微細気泡（マイクロバブル）、界面活性剤等の添加物などによって流体物性を制御する手法においては、複数の
気泡発生手法を検討した。検討した方法は、配列多孔板・ポーラス板を通しての吹き出し、スリットからの噴出しに水ジェッ
トを併用する方法、また溶解気泡を減圧する方法の３種類を試みた。その中で溶解法によるマイクロバブルにより高い抵抗
低減効果が見いだされた（図-3, 4）。また、ここではセンシングツールという位置付けになるが、制御法の基礎になる、気泡
流に適用可能な LDV 計測法、PTV/LIF の複合的測定手法、シャドウイメージと PIV との複合計測法を開発した（図-5）。

図-3 溶解法によるマイクロバブル（バブル径 20～50µm）

図-4 従来法によるバブル（バブル径 0.2～2.0ｍm）
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CCD camera for IST
Cutoff filter
Cold mirror

CCD camera for PTV/LIF

LED Array

FLOW

6 mm

Mirror
10 mm

Upper wall
15 mm
Lower wall

YAG laser
図-5 開発した PTV-LIF 複合計測装置

■考 察
制御システムへの適用を考慮しつつ具体的にセンサ、アクチュエータを試作できた。流体機能を利用した乱流制御方法
については発表論文にあるとおり多くの成果が得られ達成度 90%と考える。
センサ開発は順調だが、アクチュエータについては投入パワー、耐久性など解決すべき課題が残されている。引き続き
複数のアクチュエータ動作原理の適用可能性を探っていく。マイクロ気泡発生法については、現在数%と小さなボイド率（全
体に対する気泡の体積分率）にとどまっているので、今後さらに高いボイド率を達成できるよう開発を継続する。光学的計
測法開発は順調であり、研究項目「1.2 能動乱流制御理論の構築」、「1.3 乱流制御数値シミュレーション」に資するデータ
が収集されつつある。

■ 成果の発表
原著論文による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

遠藤誉英他：「壁面変形による壁乱流のアクティブ・フィードバック制御」,日本機械学会論文集 B 編, Vol.66,
No.641, 113-119, （2000）

2.

北川石英他：「壁面スライド気泡群中に観察される気泡間相互作用(第 1 報, 気泡間相互作用パターンの PTV
による計測)」, 日本機械学会論文集 B 編, Vol.68, No.668, 1111-1118, (2002)

（他１６件）

国外誌
1.

Segawa, T., et al.：「Active control of streak structures in wall turbulence using an actuator array inclined wavy
disturbances」, Journal of Turbulence, Vol. 3, No. 015, 1-14, （2002）

2.

Endo, T., et al.：「Feedback Control of Wall Turbulence with Wall Deformation」, Int. J. Heat & Fluid Flow, Vol.
21, 568-575, (2000)

（他１５件）
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原著論文以外による発表（レビュー等）
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

児玉良明：「船舶の摩擦抵抗低減デバイスとしてのマイクロバブルの可能性」, 日本機械学会ニューズレター
「流れ」, 2003 年 1 月号, (2003)

2.

笠木伸英：「乱流のスマート・コントロールに向けて」, 日本航空宇宙学会誌, Vol.48, No.554, 155-161, (2000)

（他３件）

口頭発表
応募・主催講演等
3.

Segawa, T., et al.：「An active control of wall turbulence by actuator array producing spanwise perturbations」, Stockholm,
Proceedings of 2nd International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Vol. 1, 187-192, (2001)

4.

吉野崇他：「マイクロ熱膜せん断応力センサの動特性」, 札幌, 第 39 回日本伝熱シンポジウム講演論文集,
357-358, (2002.6)

（他８８件）

特許等出願等
1.

2000 年 6 月 16 日, 「加振型トルク制御装置」, 瀬川他, 特願 2000－181182

2.

2001 年 3 月 2 日, 「縦渦発生装置」, 阿部, 特願 2001－058702

3.

2001 年 11 月 26 日, 「船舶の摩擦低減装置」, 檜垣他, 特願 2001－358659

4.

2002 年 12 月 27 日, 「流体抵抗低減装置」, 瀬川他，特願 2002-380259

5.

2000 年 9 月 5 日, 「Heat Exchanger Using Drag Reducing Fluid」, Kawaguchi, Y. et al., U.S. Patent 6,112,806

受賞等
1.

鈴木宏明：「噴流制御のためのミニチュア・アクチュエータ群を備えたインテリジェントノズル・システムの構築の
研究」, 2000 年度日本機械学会奨励賞

2.

笠木伸英、鈴木雄二：「フラップ型マイクロ電磁アクチュエータ群による軸対称噴流の能動制御」, 2002 年度伝
熱学会学術賞
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1. 能動乱流制御の研究

1.2. 能動乱流制御理論の構築

独立行政法人産業技術総合研究所エネルギー利用研究部門ターボマシン研究グループ他
吉田 博夫、川口 靖夫、他

■要 約
制御システム構成要素のうち、制御アルゴリズム・制御手法に関する研究を実施している。剥離制御、壁面乱流制御とも
に制御システムの実用化へ向けて、最適かつ実用的なセンサ、アクチュエータ配置の検討を行った。また、制御アルゴリズ
ムについては、複数のアルゴリズムについて検討し、さらに新たな制御アルゴリズムも構築した。以上の結果をもとに第一世
代制御システムを試作した。流体物性値を変化させる乱流制御法においては、実験とシミュレーションとの対比により、制
御手段の基礎となるメカニズム解明が大きく進展した。

■目 的
乱流を制御するためには、ハードウエア及びソフトウエア双方の技術における飛躍と、それらを融合した成果を必要とす
る。具体的には、①制御すべき乱流の特徴の把握、②乱流を検知するためのセンサ技術の開発、③乱流を操作するため
のアクチュエータ技術の開発、④乱流の効率的な制御法の開発、そして最後に、研究成果を統合した⑤実証システムの開
発が必要である。本研究項目においては、乱流の抑制・発生を自由に制御するための制御アルゴリズム・あるいは効率的
な制御手法の検討・開発を目的とする。
流体機能を用いた抵抗低減技術においては、制御手段の基礎となる、抵抗低減メカニズムの解明を目指す。

■ 研究方法
乱流に関する直接数値シミュレーション（DNS）により、最適制御のアルゴリズムを探索する。得られた指針をセンサ・アク
チュエータの最適配置、コントローラの設計に反映させ、実験的検証へ連結する。剥離制御においては、ショートバブル形
成確認、前縁圧力変動の計測について実験的に検討し、制御アルゴリズムの構築を行う。
流体機能を用いた抵抗低減技術においては、レーザ応用計測と数値シミュレーションを駆使し、添加剤（マイクロバブ
ル・界面活性剤）の最適添加条件を探索する。

■ 研究成果
マイクロデバイスを用いた壁乱流ならびに剥離のフィードバック制御システム構築を目指し、制御システム構築の主要構
成要素であるセンサ、アクチュエータなどのハードウエアならびに制御アルゴリズムを主とするソフトウエアの研究開発を行
った。また物性利用による乱流制御技術では、マイクロバブルと界面活性剤について、摩擦抵抗低減メカニズムの解明と
制御法の要素研究を行った。
上記デバイスを駆動する制御アルゴリズムについて、DNS を用いて乱流とマイクロセンサ・マイクロアクチュエータ・アレー
の働きをシミュレートすることによって、遺伝的アルゴリズムならびにニューラルネットワークなどのアルゴリズムを検討し、セ
ンサやアクチュエータの配列仕様、最適制御入力などを予測し上記のシステム構築に逐次反映させた。
マイクロバブルを用いた壁乱流の制御法については、レーザ光によって蛍光発光するトレーサを水中に添加した
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PIV/LIF 法を用いて気泡と乱流の干渉を詳細に計測し、乱流による摩擦抵抗増大の主因であるレイノルズ応力の発生を気
泡が抑制するメカニズムを世界で初めて明らかにすることができた。今後、さらにレーザ計測および数値シミュレーションを
並行して行い、気泡による抵抗低減メカニズムについて詳しい解明を行う計画である。

Top wall

図-1

PTV/LIF による気泡運動と液体流れの同時計測

界面活性剤添加による乱流制御技術では、LDV(Laser-Doppler Velocimetry)や PIV による乱流の渦構造の測定によっ
て、抵抗低減に伴う乱流状態の変化が明らかになった。界面活性剤添加溶液の非ニュートン的力学特性（レオロジー特
性）を忠実に組み込んだ高精度 DNS によって高いワイセンベルグ数まで解析を行い、実験と比肩する５０％もの抵抗低減
を世界で初めて再現することができた。今後、さらに数値シミュレーションと実験を行うことによって、抵抗低減と熱伝達制御
を同時に実現する制御手法の開発に進む予定である。

図-2 PIV による抵抗低減状態の観察
（左：活性剤添加、右：なし）

図-3 DNS による抵抗低減状態のシミュレーション
（左：活性剤添加、右：なし）
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■考 察
実用化へ向けて、制御システムの翼型への搭載を想定し最適なセンサ、アクチュエータならびに動力源などの
最適な要素配置について検討を行った。たとえばレイノルズ数範囲 3000～6000 の円管乱流に対して制御系の最
適配置についてシミュレーションを行い、制御系配置長さと制御効果とがほぼ比例関係にあることを確認した。
また、制御アルゴリズムについては、最適制御、乱流構造規範型アルゴリズム、適応制御アルゴリズムについて
検討し、DNS 数値シミュレーションにより、実際に壁上で計測可能な物理量に基づく制御アルゴリズムの構築を
行った。また、剥離流れに関しては、翼のかわりに種々の測定が容易な曲がり壁面を用い逆流の発生を検出して
アクチュエータを作動させる制御アルゴリズムを試作しリアルタイムでの制御を可能にする時定数を明らかにし
た。剥離に関しては翼型搭載まで至らなかった。達成度 75%と考える。
流体機能を利用した乱流制御法においては、溶解気泡によるマイクロバブル化により、従来の方法より格段に
大きな抵抗低減が得られる見通しがついた。この方法ではまだ抵抗測定方法、流れ条件の差異、バブルの体積分
率が低いなど未解決の問題があるので、今後さらに詳しく検討していく。壁乱流ならびに翼型剥離に関する能動
制御アルゴリズムの基本仕様を明らかにすることが出来た。解析と実験との橋渡しができつつあり、達成度 80%
と考える。界面活性剤を添加した流れでは、PIV による計測と DNS による解析が比較的よく一致し、抵抗低減メ
カニズムがかなりの程度明らかになった。一方気泡添加の場合には実験と解析が格段に難しく、さらなる努力が
必要である。

■ 成果の発表
原著論文による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

岩本薫他：「壁乱流に対するレイノルズ数効果(より効果的なフィードバック制御に向けて)」, 日本機械学会論
文集 B 編, Vol.68, No.671, 2042-2049, (2002)

国外誌
1.

Fukagata, K., eｔ al.：「Contribution of Reynolds stress distribution to the skin friction in wall-bounded flows」,
Phys. Fluids, Vol. 14, L73-L76, （2002）

原著論文以外による発表（レビュー等）
国外誌
1.

Suzuki, Y., et al.：「Feedback control of wall turbulence based on the streamwise wall shear stress」, Bull. Am.
Phys. Soc., Vol. 46, No. 10, Nov. 2001, p.185, (2001)

口頭発表
応募・主催講演等
1.

Fukagata, K., et al：「Active control for drag reduction in turbulent pipe flow」, Mallorca(Spain), 5th Conf. on
Engineering Turbulence Modeling and Measurement (ETMM5), (2002.9)

2.

Iwamoto, K., et al.：「Effect of Nonlinear Interaction on Feedback Control of Wall Turbulence」, Stockholm,
Proc. 2nd Int. Symp. on Turbulence and Shear Flow Phenomena, Vol. 3, 17-22, 2001.6

（他１０件）
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1. 能動乱流制御の研究

1.3. 数値シミュレーション

独立行政法人産業技術総合研究所エネルギー利用研究部門ターボマシン研究グループ他
吉田 博夫、川口 靖夫、他

■要 約
研究開発の基本ツールとも言える乱流場の数値シミュレーション技術の向上に努力している。ここでは、壁乱流制御のシ
ミュレーションを実施し、センサ・アクチュエータといった制御デバイス設計に貴重な情報を与えた。また壁面乱流制御シス
テムのシミュレーションも実施し、抵抗低減効果の確認、さらに制御用デバイスの最適な配置についての知見を得た。
また、バブルあるいは界面活性剤を添加した乱流のシミュレーションを行い、現象のメカニズム解明に寄与した。

■目 的
乱流を制御するためには、ハード及びソフトの双方の技術における飛躍と、それらを融合した成果を必要とする。具体的
には、①制御すべき乱流の特徴の把握、②乱流を検知するためのセンサ技術の開発、③乱流を操作するためのアクチュ
エータ技術の開発、④乱流の効率的な制御法の開発、そして最後に、研究成果を統合した⑤実証システムの開発が必要
である。本研究項目においては、乱流の抑制・発生を自由に制御するための制御アルゴリズム・あるいは効率的な制御手
法の検討・開発を目的とする。

■ 研究方法
大型計算機または複数のワークステーションを用いて数値シミュレーションを行う。具体的には、実際の制御システムに
即したシミュレーションとして、円管内乱流の部分制御を模擬した DNS を実施した。また、マイクロバブルを含む液体流れの
シミュレーションでは、従来検討されていなかった過渡状態におけるバブル流れの計算およびバブルを壁面近傍に配置し
た状態の乱流の DNS 計算を行った。さらに、界面活性剤を含み非ニュートン性を帯びた液体流れの熱伝達に関する DNS
計算を行った。

■ 研究成果
無限個のセンサが取り付けられている壁面を想定し、制御により物理量がどのように変動するかを明らかにした。シミュレ
ーションの結果壁乱流においては最大で 11%程度の抵抗低減が達成されることが予測された。また、流れのレイノルズ数が
変化した時の制御効果についても検討した。レイノルズ数（粘性速度準拠）300 以下の範囲で制御効果が顕著となることが
わかった。さらに、実際の制御システムに即し、円管内乱流の有限区間に制御デバイスを配置した部分制御のシミュレーシ
ョンを行い、最適な配置についての知見を得た。この結果は平面壁に対する制御デバイス配置へも応用できる。また変形
アクチュエータ周りの流れのシミュレーションを行い、吸い込み・吹き出し型アクチュエータとの速度分布ならびに過渡応答
特性との違いを明らかにした。これにより変形アクチュエータ固有の制御アルゴリズム構築が可能となった。また、数値シミ
ュレーションにより、ボルテックスジェネレータによる単一縦渦形成過程を調べ、ほぼその形成が確認された。
また、バブルを添加した乱流のシミュレーションを行った。微細気泡流の過渡的挙動を考慮に入れることにより、摩擦抵抗低
減が生じ得ることが示された（図 2）。界面活性剤を添加する乱流制御方法に関しては、計算方法により詳細な検討を加え、本
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プロジェクトで開発された方法（MINMOD スキーム）が従来の方法（AD スキーム）に比べて優れていることが示された。抵抗低
減効果に関する DNS および熱伝達に関する DNS 計算に成功し、計算結果は実験結果の解釈に有効であることがわかった。

Bubble injection region

Bottom wall

Top wall

図-1 壁面から気泡を下向きに噴出した場合の気泡の挙動（上）と、壁面摩擦係数の分布（計算機シミュレーション）

■考 察
乱流中に置かれたセンサならびにアクチュエータの作動に関するシミュレーションを行い、デバイス開発を支援すること
ができた。また、よりレイノルズ数の高い流れに対する能動制御シミュレーションも実施することができた。達成度 80%と考え
る。今後、さらに具体的な流れ場に関してシミュレーションを行い第 2 世代制御システム構築を加速・支援する。
流体機能を利用した乱流制御方法については発表論文にあるとおり多くの成果が得られ達成度 90%と考える。マイクロ
気泡による抵抗低減現象のシミュレーションは、始めて抵抗低減を示唆する結果が得られたものの、実験との完全な対応
づけには隔たりがあり、さらに注意深い検討を要する。

■ 成果の発表
原著論文による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

杉山和靖他：「LES による微細粒子を含む壁面乱流の数値解析（粒子の運動に及ぼす流れの SGS モデルの
効果）」, 日本機械学会論文集 B 編, Vol.66, No.641, 103-112, （2000）

2.

杉山和靖他：「並進運動に伴う球形液滴周りの減圧挙動に対する微小慣性の影響(第２報，直接数値シミュレ
ーションによる理論の検証)」, 日本機械学会論文集 B 編, Vol.68, No.671, 1981-1989, （2002）

（他１件）

国外誌
1.

Yu, B., et al.：「Checkerboard Pressure Predictions due to the Underrelaxation Factor and Time Step Size for a
Non-Staggered Grid with Momentum Interpolation Method」, Numerical Heat Transfer B, Vol.41, No. 1, 85-94,
（2002）

2.

Fukagata, K. et al.：「Highly energy-conservative finite difference method for the cylindrical coordinate
system」, J. Comput. Phys., Vol. 181, 478-498, （2002）

（他１４件）
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原著論文以外による発表（レビュー等）
国外誌
1.

Fukagata, K. et al.：「Active control for drag reduction in turbulent pipe flow」, Engineering Turbulence

Modelling and Experiments 5, Elsevier Science, 607-616, （2002）
口頭発表
応募・主催講演等
1.

Sugiyama, K., et al.：「Direct Numerical Simulation of Rising Bubbles」, Boston, Proc. of FEDSM'00

2000 ASME Fluids Engineering Division Summer Meeting, （2000）
2.

三輪潤一他：「変形アクチュエータにより誘起される流れの数値シミュレーション」, 日本機械学会 2002 年度
年次大会講演論文集(VII)，No．02-1, 35-36, （2002.9）

（他１１件）
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1. 能動乱流制御の研究

1.4. モデルシステムによる実証

独立行政法人産業技術総合研究所エネルギー利用研究部門ターボマシン研究グループ他
吉田 博夫、川口 靖夫、他

■要 約
具体的な乱流制御システムを、個々の要素技術を組み合わせることで構築する。これにより、システム構築における問題
点の洗い出し、その克服、ならびに効果の検証を行う。現状で利用可能なセンサ・アクチュエータ・制御アルゴリズムにより第
１世代の制御システムを試作し、基本的な動作確認を行った。壁乱流能動制御では遺伝的アルゴリズムのもと乱流抵抗がわ
ずかながら現象する場合があることを確認した。翼型剥離能動制御では、曲がり壁面を用いての能動制御実験に成功した。

■目 的
新機能熱流体システムの創出をめざし、そのための足場となる具体的な乱流制御システムを、個々の要素技術を組み合
わせることで構築する。これにより、センサ・アクチュエータの仕様といった要素技術について改善指針を与えるとともに、シ
ステム構築における問題点の洗い出し、その克服、ならびに効果の検証を行う。

■ 研究方法
制御システムを適用する代表的な例として、船舶、翼型、高速列車などに着目し、それらに関する流れ場の状態を把握
し、適用のための最適な仕様を実験的、解析的に明らかにした。さらに仕様に基づき、制御システムのプロトタイプを開発し、
性能評価を実施した。

■ 研究成果
制御システム適用に関して民間企業複数社にアンケート調査をし、それらの中から基礎的・共通的なものとして船舶、翼
型、高速列車などに的を絞ることとした。それぞれの適用対象における流れの状態、効果等に関して情報を収集した。翼
型については小型無人探査機、タービンなどへの展開を視野に翼弦長 30cm、最大厚さ 5cm の翼型を選定しそれへのシス
テム搭載を試みることとした。
第一世代の制御システムを試作し、その基本作動の確認を行った。壁乱流能動制御では遺伝的アルゴリズムのもと乱流
抵抗がわずかながら現象するばあいのあることを確認した。翼型剥離能動制御では、曲がり壁面を用いての能動制御実験
に成功した。今後、実際の翼型を使用して第二世代の制御システムを構築して実験を行う。
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図-1 剥離の能動制御結果．（上）制御なし（緑：剥離なし、赤：剥離あり）、（中）制御あり（全時間で剥離が抑制）、
（下）アクチュエータ駆動信号． 横軸：時間、縦軸：剥離センサ出力（上）、（中）、駆動信号（下）．

■考 察
壁面乱流ならびに翼型剥離に関する第一世代となる制御システムを構築した。このことにより今後克服すべき問題点に
ついて明らかにすることが出来るようになった。達成度 60%と考える。第一世代制御システムをとおして、各デバイスならび
に制御アルゴリズムに対して改良すべき点が明確になった。デバイスに関してはロバスト性の向上、集積化、オンチップ化、
またコントローラ、アルゴリズムに関しては処理速度の向上、チャンエル数の増大などが今後の課題である。

■ 成果の発表
原著論文による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

児玉良明他：「青雲丸を用いたマイクロバブルの摩擦抵抗低減実船実験‐前編 準備研究‐」, 日本造船学会
論文集、Vol. 192, 1-13, (2002)

2.

永松哲郎他：「青雲丸を用いたマイクロバブルの摩擦抵抗低減実船実験‐後編 実船実験‐」, 日本造船学
会論文集、Vol. 192, 14-27, (2002)

（他３件）

原著論文以外による発表（レビュー等）
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

笠木伸英他：「乱流の制御」, パリティ, Vol.18(2), 20-26, （2000）

2.

児玉良明：「マイクロバブルによる船舶の摩擦抵抗低減」, 日本流体力学会誌「ながれ」, 第 4 号, 278-284,
（2001）

（他３件）
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口頭発表
招待講演
1.

Kasagi, N.：「Recent Progress in Active Feedback Control of Wall Turbulence」, Seoul National University,
Invited Paper, Proc. 7th TRA Conference, Turbulence Research Association, 115-135, （2002.4）

応募・主催講演等
1.

Kodama, Y., et al.：「Issues on the Practical Application of Microbubbles to Full-scale Ships for Skin Friction
Reduction」, Advances in Turbulence IX Proceedings of the 9th European Turbulence Conference, 365-378
（2002）

2.

西澤啓他：「翼型剥離のスマート制御に向けて（第一報）」, 東京, 日本機械学会 2002 年度年次大会講演論
文集(VII)，No．02-1，61-62, (2002.9)

（他１４件）

特許等出願等
1.

2001 年 12 月 13 日, 「船体抵抗低減船」, 児玉良明, 特願 2001-379550
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2. 乱流燃焼制御の研究

2.1. 乱流ジェット制御の開発

独立行政法人航空宇宙技術研究所 CFD 技術開発センター乱流燃焼制御技術グループ他
小川

哲、他

■要 約
燃焼騒音・振動燃焼および保炎を目的とした乱流燃焼制御用アクチュエータの開発・評価を行っている。制御手法とし
て２次燃料噴射による方法が実用的と考え、具体的なデバイスとしてピエゾ素子を用いた高速応答バルブ（ピエゾバルブ）、
音響デバイスの制御デバイスとしての適用性を確認した。さらに、スワール燃焼器のスワール中心部から外側に向けて放
射状に２次燃料を噴射する制御用デバイスを製作し、性能評価を実施した。また、保炎用デバイスとしては、従来のスワー
ラーとは異なる保炎機構をもつ円錐型保炎器の開発・評価を行った。

■目 的
乱流希薄予混合燃焼においては様々な不安定現象が現出することが知られている。本研究では燃焼器における消炎
抑止（保炎性向上）あるいは燃焼振動の抑止を、主火炎とは別途設ける二次燃料噴射の制御により実現しようと試みており、
そのためのアクチュエーター開発・性能評価を行うことが目的である。

■ 研究方法
スワール燃焼器に発生する燃焼騒音を、二次燃料噴射を用いたオープンループ抑制により抑制し、その効果および特性
を調べた。また、二次燃料噴射用デバイスとして、マイクロジェット型ピエゾバルブ（図-1）を評価した。一般に望まれるデバイ
スの特性は、高速応答性、入出力関係の線形性である。そのため、本バルブについて制御信号として正弦波を入力し、得ら
れる燃料流量変動を確認し、さらにそれにより発生する圧力変動（音）、加えてその燃料を燃焼させることによる圧力変動の増
大効果、周波数依存性、燃料の違いによる音圧増大効果の違い等の特性評価を詳細に行った。さらに、保炎用デバイスとし
て、従来のスワーラーとは異なる保炎機構をもつ円錐型保炎器（図-2）を開発し燃焼試験によりその性能を評価した。

ピエゾセラミックスを利用した
ダイアフラム

リード線(入力電圧:0～100V)

主混合気
(超希薄)

パイロットバーナ用混
合気(やや濃い)
主混合気
(超希薄)

燃料ガス入口

燃料ガス出口

弁座

弁体

保炎再循環領域

図-1 ビエゾバルブの構造

図-2 円錐型保炎器
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■ 研究成果
ＭＥＭＳ（フラップ）を取り付けた二重同軸燃焼器を製作し、フラップ群の運動（振動数、位相）を制御することにより、ジェ
ットの乱れを制御し、それが燃料と酸化剤の混合及び浮き上がり火炎に与える影響を調査した。さらに、実用的な制御手法
として２次燃料噴射による方法の追求を行い、燃焼制御において燃焼の安定化の問題を考えた場合、かなり少ない２次噴
射量で全体の燃焼場の状態を変える事が可能であることもわかった。具体的なデバイスとしてピエゾ素子を用いた高速応
答バルブ（ピエゾバルブ）、音響デバイスの制御デバイスとしての適用性を確認した。特に、スワール燃焼器のスワール中
心部から外側に向けて放射状に２次燃料を噴射する制御用デバイスを製作し、マイクロフォンをセンサーとしたオープンル
ープ制御により燃焼騒音の主たるモードの抑制が可能であることを確認した。また、ピエゾバルブによる２次燃料流量制御
においては、制御信号と出力される圧力変動との関連を詳細に調べ、高周波側で２次燃料燃焼による発生圧力の増大効
果が失われること、また同効果が失われる周波数に燃料依存性があること（図-3）等、システム構築の際のモデル化に必要
と考えられる知見を得た。従来のスワーラーとは異なる保炎機構をもつ円錐型保炎器を開発・性能評価を行い、より希薄側
まで燃焼が安定であること等ある程度の優位性が確認された。図-4 に燃焼実験の写真を示す。画面左に保炎器が取り付
けられ、複数の輝度の高い領域が放射状に存在しているのが見える。想定した機能の通り保炎されている様子がわかる。
なお、右側の輝度の高いロッドはガス分析用のプローブである。

燃焼による音圧レベルの増加, dB

25
20
15
10
5
0
-5

水素
メタン

-10
-15

10

100

1000

脈動周波数, Hz
図-3 ピエゾバルブにより流量変動を与えた２次燃料から発生する燃焼音

図-4 円錐型保炎器の燃焼実験
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■考 察
燃焼場はかなり高温であるとともに、燃焼排気物質等で汚れた条件になりやすい。このような厳しい条件下において耐久
性を有し高効率のアクチュエータ開発はかなり高いハードルであると同時に研究開発において極めて興味ぶかい課題で
ある。能動制御班とより密接な連携を取りながら研究を進めており、実燃焼器の用いての性能評価等を行なうことをめざし
ている。MEMS によるアクチュエーターは燃焼器への適用を考えた場合、耐性に大きな問題があった。燃焼用アクチュエー
タ全般に言えることだが、耐熱性、耐腐食性のある素材の開発が待たれる。前期研究において、MEMS においては、耐久
性の問題があり常温のガス燃焼器については応用可能であるが産業用、航空機用の実燃焼器についてはいぜんとして問
題が残されていたが、マイクロジェット型 2 次燃料噴射を用いた試みは殆ど無く今後の新しいデバイス開発としての意味は
十分ありロバスト性の問題を含め応用面の検討を行なう予定である。

■ 成果の発表
原著論文以外による発表（レビュー等）
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

下平一雄：「流体素子を用いた新しい低 NOx 燃焼方式の開発」, なる, No.49, （2000.08）

口頭発表
応募・主催講演等
1.

Suzuki, Y., et al.：「Synthesized Mixing Process in an Activelly-Controlled Confined Coaxial Jet」, Kobe, Proc.
4th JSME-KSME Thermal Eng. Conf., Vol. 3, pp. 469-474., (2000)

2.

春海一佳他: 「燃料流量が脈動する層流拡散火炎の音響特性」, 富山, 第３０回ガスタービン定期講演会講
演論文集, 121-126, 2002.10

（他２１件）

特許等出願等
1.

2002 年 7 月 16 日, 「希薄予混合燃焼器」, 山本武, 特願 2002-207547

2.

2002 年 9 月 11 日, 「音波発生装置および燃焼装置」, 井亀優他, 中西堯二, 特願 2002-296388
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2. 乱流燃焼制御の研究

2.2. 乱流燃焼計測技術の開発
独立行政法人航空宇宙技術研究所 CFD 技術開発センター乱流燃焼制御技術グループ他
小川

哲、他

■要 約
アクチュエータとともに制御システムを構成する要素技術であるセンサーに関連した研究を実施している。具体的には、
燃焼場を非接触で計測できるレーザ光学計測を中心としたセンシング技術の高度化および実用システムへの適用の検討
を行っている。PIV(Particle Image Velocimetry)法、LIF(Laser Induced Fluorescence)法による燃焼場の流速分布および化
学種濃度分布の同時計測システム開発を行った。さらに実用をターゲットとした燃焼制御センサーとして自発光現象を用
いた当量比計測技術の開発を行い、スワール燃焼器における当量比を推定することが可能であることを示した。

■目 的
燃焼場を制御するためにはその状況を適切に把握するための燃焼計測技術の開発が必要不可欠である。さらに、燃焼
現象への理解を深めるためにも、計測技術の高度化が不可欠である。本研究項目では、乱流燃焼場という現象の時間空
間スケールが広く、かつ高温という環境下で擾乱を与えることなく現象の詳細計測を行うためのレーザ計測システムの開発、
および実燃焼器のような汚れた環境下における乱流燃焼場の状況を高速に検出するセンサーシステムを開発することが
目的である。

■ 研究方法
レーザーを用いる光学計測系の高度化を図り、燃焼場に関する情報を時間及び空間の両方に関して高分解能をもつ
CH、OH 同時計測システムを構築した。またより実用的なセンサーシステム実現に向け、また実用的なセンシング技術とし
て自発光計測システムの基本特性を確認した。図-1 に自発光計測システムの概要を示す。燃焼器内の火炎から出る自発
光を集光レンズで受け、その波長・強度を分析することで燃焼の状況を把握する。

図-1 自発光計測システムの概要
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■ 研究成果
PIV(Particle Image Velocimetry)法を乱流燃焼計測に導入し、燃焼場内の２次元平面内における３次元速度ベクトル分布を測
定することに成功した。さらに LIF(Laser Induced Fluorescence)法を用いた化学種濃度分布計測と PIV 測定を同時に行うシステ
ムを開発し、乱流場と化学種濃度場の関係を計測することを可能とした。また、カセグレン光学系により燃焼場内三次元空間の
１点からの発光を検出し、分光器によって OH、CH、C2 の発光強度を求め、それら比から燃料当量比を推定することが出来る
システムを構築し、直径 2cm 流速 4.9m/sec のプロパン燃焼器では測定誤差７％までの測定精度を達成した。また、ガス温度を
計測する手法として、半導体レーザ分光システム（DLAS）を乱流予混合バーナに応用し、通常の熱伝対では得ることの出来な
い 20kHz での温度サンプルに成功した。PLIF 装置の時間／空間の分解能を高めることにより燃焼場での CH,OH 分布を詳細
に計測することを可能とし、乱流燃焼における発熱帯および既燃／未燃ガスの境界を観察することが可能となった。図-2 に
PLIF による OH ラジカルと CH ラジカルの分布を示す。赤い領域に各ラジカルが存在している。右側の黒い領域は未燃混合気
である。燃焼制御センサーとして自発光現象を用いた当量比計測技術の開発を行った。自発光計測にはレーザー装置が必要
ないため、ロバスト性、実用性が求められる実燃焼器制御用センサーの有力な選択肢の一つである。スワール燃焼器において
OH*および CH*の自発光強度の比を用いることにより当量比を推定することが可能であることを示した。

CH

OH

図-2 PLIF による OH ラジカルと CH ラジカルの分布

■考 察
来年度からの実用燃焼器対応のセンサー及びシステム構築を行う必要があり、よりロバストなシステムを構築する必要が
ある。実用化を考えた場合、大型なレーザ計測装置を各燃焼器に取り付けることもできず、小型且つできるだけ単純なシス
テム開発へと研究の方向を移行させる必要があった。問題は現状において、自発光を用いたセンサーは、応答性がかなり
低く、高度な閉ループ制御には若干問題がある。今後、応答性、精度を含めた改良を進める必要がある。

■ 成果の発表
原著論文による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
1.

小嶋潤他：「メタン・空気層流予混合火炎の反応帯において高空間分解能測定された自発光スペクトル―自
発光強度比 OH*/CH*と当量比の相関―」, 日本機械学会論文集 B 編, 66 巻 647 号, 1871-1878, （2000）

2.

池田裕二他：「半導体レーザ分光システムを用いた CO2 ガスの計測（第一報：システムの開発と精度評価）」,
日本機械学会論文集 B 編，68 巻 667 号, 860-867, （2002）

（他１件）
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国外誌
1.

Kojima J., et al.：「Spatially Resolved Measurement of OH*, CH* and C2* Chemiluminescence in the Reaction
Zone of Laminar Methane/Air Premixed Flames 」 , Proceedings of the Combustion Institute, vol. 28,
1757-1764, （2000）

2.

Ikeda Y., et al.：「Measurement of Local Flame-Front Structure in Turbulent Premixed Flame」, Proceedings of
the Combustion Institute, vol. 28, 343-350, （2000）

（他３件）

原著論文以外による発表（レビュー等）
国外誌
1. Ikeda Y., et al.：「Local Chemiluminescence Measurements of OH*, CH* and C2* at Turbulent Premixed
Flame-Fronts」, Smart Control of Turbulent Combustion, Springer, 12-27, （2001）
2. Ikeda Y., et al. ： 「 Sensor Developed of CO2 Gas Temperature and Concentration Using 2µm DFB
Semiconductor Laser」, Laser Techniques and Applied to Fluid Mechanics, Springer, （2001）

口頭発表
応募・主催講演等
1. Zimmer L., et al.：「Simultaneous LIF and MIE scattering measurements for branch-like spray cluster in
industrial oil burner」, Reno, 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, AIAA paper 2002-0193,
(2002)
2. 山本武他:「PIV を用いた周期流れ計測の試み」, 東京, 第 28 回ガスタービン定期講演会講演論文集,
129-134, (2000.6.2)
（他３６件）
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2. 乱流燃焼制御の研究

2.3. 乱流燃焼微細メカニズムの解明

独立行政法人航空宇宙技術研究所 CFD 技術開発センター乱流燃焼制御技術グループ他
小川

哲、他

■要 約
制御手法開発、制御理論構築等に不可欠な現象理解のための基礎的研究を行っている。数値シミュレーションにより、
浮き上がり火炎を解析し、燃焼に大きな寄与がある乱流場の構造を明確にし、保炎に関連する火炎の安定性についての
新たな知見を得た。また、燃焼反応を含む剪断流れのシミュレーションも行い、燃焼騒音において乱流場に起因する不規
則な発熱が重要であることを明らかにした。また、「乱流燃焼計測技術の開発」において開発した空間/時間高分解能 PLIF
装置を用いて希薄予混合火炎の発熱帯および既燃域を可視化し、同様の DNS データの解析結果と比較することにより火
炎の詳細構造について解明した。

■目 的
乱流燃焼制御の実現のためにはまず制御対象である乱流燃焼現象の把握が不可欠である。例えば、乱流燃焼場にお
ける流れと発熱変動の関連は燃焼騒音・振動燃焼制御のために不可欠な情報であり、また、燃料の混合、反応速度、流速
が燃焼場の構造にどう影響するのかといった知見は保炎の向上に有用と考えられる。乱流燃焼場がどのような構造をもっ
ており、さらにその構造への入力と出力の関係、つまりどのような作用に対してどのような変化が得られるのかといった制御
対象の特徴を捉えることは高度な制御に不可欠である。
乱流燃焼場の詳細を理解することにより、火炎の保炎機構、燃焼騒音の発生機構等の乱流燃焼制御のために必要な知
見を得、制御因子の特定し、制御方法の方針を得ることを目的とする。

■ 研究方法
スーパーコンピュータを用いた直接数値計算（DNS）および「乱流燃焼計測技術の開発」で開発されたレーザー計測系
を用いた時系列非接触詳細計測技術を用いて単純な形状周りの希薄予混合火炎の振る舞いについての測定を行い DNS
と連携させることにより乱流燃焼における微細メカニズムを解明し、保炎・騒音発生機構について理解を深める。これらの知
見は燃焼制御理論構築、新たな制御手法の提案に有用である。例えば、提案された各種制御理論、あるいはそれを組み
込まれて構築される制御システム全体を評価するためにはシステム全体のシミュレーション（例えば、燃焼器全体のシミュレ
ーション）が不可欠だが、そのためには複雑形状周りの数値シミュレーション用の乱流燃焼モデルの構築が不可避である。
微細メカニズムの解明により、この乱流燃焼モデル構築のためのデータ蓄積が可能となる。

■ 研究成果
単純なジェットおよび旋回を含んだジェットによる浮き上がり火炎の DNS を行い、燃焼に大きな寄与がある乱流場の構造
を明確にした（図-1）。浮き上がり火炎は単に一つの火炎構造ではなく先端火炎、火炎内側に存在する乱流過濃予混合火
炎、外側にある島状の拡散火炎から構成されていることが示された。そのうち火炎全体としての安定化をもたらしているの
は希薄予混合火炎、拡散火炎、過濃予混合火炎の複合体である先端火炎であり、特に噴流外側に位置する希薄予混合
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火炎部で流速と燃焼速度が釣り合うことで火炎が安定化させていることが示された。また、燃焼反応を含む剪断流れの
DNS を行い、燃焼騒音において乱流場に起因する不規則な発熱が重要であることを明らかにした。特に、騒音発生に最も
寄与する項は、発達した乱流燃焼場においてエントロピー項であり、乱流への遷移過程においてはレイノルズ応力項であ
ることが明らかになった（図-2）。さらにメタン予混合火炎の DNS から、発熱率分布と CH ラジカル濃度に非常に強い相関が
あることを示した。実験的研究として、「乱流燃焼計測技術の開発」において開発した空間/時間高分解能 PLIF 装置を用
いてスワール燃焼器内での強乱流場における希薄予混合火炎の発熱帯および既燃域を可視化し、同様の DNS データの
解析結果と比較することにより強乱流場における希薄予混合火炎の詳細構造について解明した。強乱流場では従来の層
流火炎とは異なる構造が存在することが示唆された。また LES を用いたモデル燃焼器の数値シミュレーションおよび不安定
現象機構の解明を行った。LES と火炎モデルを用いることにより実スケール燃焼器における燃焼振動をシミュレートし、実
験とほぼ一致する音響特性をとらえることに成功した。

赤：過濃予混合火炎
青：希薄予混合火炎
緑：拡散火炎

図-1 浮き上がり火炎の構造解析

図-2 反応性せん断層中の音原項（左：Reynolds 応力項,右：エントロピー項）

■考 察
乱流燃焼制御の重要な要素である保炎機構、騒音発生機構について大規模 DNS データを解析することにより全
く新しい知見が得られ、達成度 95%と考える。また実燃焼器に近い形の LES 計算も成功させ次年度からの数値計算
による設計、開発、及び予測についての基盤が構成された。
研究項目「乱流燃焼計測技術の開発」で構築された時系列非接触詳細計測技術を用いて単純な形状周りの希薄
予混合火炎の振る舞いについての測定を行い DNS を連携させることにより保炎、騒音発生機構について更に理解
を深め、モデル燃焼器の制御則構築および複雑形状周りの数値シミュレーションを行うための乱流燃焼モデルの
構築に発展させる必要がある。

■ 成果の発表
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2. 乱流燃焼制御の研究

2.4. モデルシステムによる実証

独立行政法人航空宇宙技術研究所 CFD 技術開発センター乱流燃焼制御技術グループ他
小川

哲、他

■要 約
燃焼制御システムのプロトタイプを構築、評価している。新しい形状の保炎器を組み込んだ燃焼器モデルを設計・製作し
性能評価を行った。より希薄側まで燃焼が安定であること等ある程度の優位性が確認された。また制御への試みの第一歩
として、小型スワールモデル燃焼器における制御システムの構築を行いオープンループ、さらにそれを進展させクローズル
ープの制御系を構成し振動燃焼を抑えることに成功した。また、実験的研究と平行して、燃焼器システムの数値シミュレー
ションを行うため、Large Eddy Simulation（LES）と火炎モデルを組み合わせたコードを開発し、実スケール燃焼器内での火
炎挙動の解析を行った。燃焼による発熱と流体の圧力変動が支配する不安定機構をとらえることにより音響特性等におい
て実験と定性的に一致する妥当な解を得ることに成功した。

■目 的
本研究項目においては他のそれぞれの研究項目の成果を組み込んだ形でシステムを構築し、制御システム全体の評価
を行うことを目的とする。最終的に、低環境負荷燃焼技術として期待されつつ、逆火、吹き消え、燃焼振動等の燃焼不安定
性故に実用への適用が遅れている希薄予混合燃焼を制御により安定化あるいはさらなる低公害化を目指した一層の希薄
化を実現することを目的している。また、システム構築により制御手法・理論、センサーの仕様等、要素技術について改善
指針を与えるとともに、システム構築における問題点の洗い出し、その克服、ならびに効果の検証可能となる。

■ 研究方法
実用に最も良く用いられる天然ガスの主成分であるメタン予混合モデル燃焼器を設計開発し、燃焼の不安定性の把握、
及び制御システムの構築を行う。さらに、実機レベルの非定常数値シミュレーションを行うため、乱流モデルを用いた計算
コードを開発する。燃焼により現象の詳細な把握理解を通じて最適な乱流燃焼制御システムへの展望を切り開く。

図-1 燃焼制御システム像
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■ 研究成果
窒素酸化物の排出量が少なく、燃焼効率の高い希薄予混合燃焼器をめざし、新しい形状の保炎器を組み込んだ燃焼
器モデルを設計・製作した。また制御への試みの第一歩として、小型スワールモデル燃焼器における制御システムの構築
を行い、センサーとして小型マイクロホン、アクチュエータに特製スピーカーを用いてオープンループの制御系を構成し振
動燃焼を抑えることに成功した（図-2）。さらに、H2 制御系を加えることによりクローズループの制御系を構成し、実験デー
タから同定された制御アルゴリズムの伝達関数を用いることにより、燃焼騒音の音圧レベルを能動的に抑制することに成功
した。また更なる低排出特性を目指し、従来のスワーラーとは異なる保炎機構をもつ円錐型保炎器をモデル燃焼器に取り
付けその特性を調べた。その結果スワーラーに比べて火炎の広がりが速いこと、より希薄側まで燃焼が安定であること等あ
る程度の優位性が確認された。ただしロバスト性については今後十分に研究をしていく必要がある。これら実験的研究と平
行して、燃焼器システムの数値シミュレーションを行うため、Large Eddy Simulation（LES）コードを開発した（図-3）。対象をメ
タンの希薄予混合燃焼とし、実スケール燃焼器内での火炎挙動の解析を行った。燃焼器内の燃焼による発熱と流体の変
動を正確に捕らえることにより、圧力振動の伝播および反射について定性的に妥当な結果を得た。

stable

oscillation

図-2 制御による火炎の安定化（左：制御無し、右：制御有り）

図-3 モデル燃焼器のシミュレーション（温度分布、コーン上のものが保炎器）

■考 察
センサーとして小型マイクロフォン、アクチュエータとしてスピーカーをもちいた小型スワール燃焼器の制御システムに H2
制御系を加えることによりクローズループの制御系を構成し一定程度の成功をおさめた。ただし行なった実験が、かなり小型
の燃焼器、且つ常温で行なわれたため、実用に向けた研究課題は多い。ロバスト性についても、今後十分に研究をしていく
必要がある、とりわけ殆どすべての燃焼器に適用可能なシステム構築を目差すべきである。今後モデル燃焼器の性能特性
についてより詳細なデータを取得し、よりロバストな制御システムの構築を行う予定である。また数値シミュレーションによる現
象の把握を通じて最終目標の、モデル燃焼器の乱流燃焼制御システムを構築するための一層の努力を行う必要がある。
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