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縦渦対による超音速混合促進に関する研究 

早瀬 裕輝（2090102022） 
 
１．自らのアイデアと創意工夫を主張したい事項 

 超音速縦渦対による混合場の拡大機構および崩壊過程の知見を得ることを目的として膨張斜面角度
や燃料噴射などを種々に変化させた条件で実験を行った．また，混合促進に適したデバイスを探るため，
JAXAで用いられているハイパーミキサー型のデバイスの有用性を検討した． 

２．最も主張したい成果 

 縦渦の循環は混合場の拡大に重要であると示した．また，ハイパーミキサー型のデバイスを用いると
強い循環を持つ縦渦が導入されること，さらに拡散性の高い流れ場を導入することを示した． 
 
1. はじめに 

スクラムジェットエンジン実現に必須の超音
速混合促進には，流れ方向に回転軸を持つ縦渦と
その崩壊の利用が有効である 1)．そのためには大
規模な混合場の形成に寄与するパラメータの特
定や縦渦の崩壊過程の理解が必要であるが，これ
らに着目した研究は尐なく，不明な点が多い．本
研究では縦渦対が超音速混合に及ぼす影響を調
べることを目的に，壁面設置型の縦渦導入デバイ
ス下流の流れ場をシュリーレン法とステレオ PIV
により詳細に調べた． 
 
2. 実験装置と計測方法 

実験は測定部マッハ数 M∞ = 1.8, および 2.4 の
吸込式超音速風洞下壁に，図 1 に示す 3 種類の縦
渦導入デバイスを設置して行った．(a)はバックス
テップ型のデバイス（以下 BS 型と表記）で，(b), 
(c)は圧縮ランプのついたハイパーミキサー型デ
バイス（以下 HM1 型，HM2 型と表記）である．
BS型は縦渦の循環を変える目的で膨張斜面角度 
= 7°, 10°, 14°, 22°, 30°と変えて実験を行った．HM1
型は圧縮ランプ下側が楔状に切りかかれており，
この楔部分でスパン方向の巻き込み速度が生じ
て強い縦渦の発生が期待される．HM2 型は圧縮ラ
ンプ下側を切りかいていない．擬似燃料にはヘリ
ウムを用い，デバイス背面に設置した燃料噴射孔
から主流と平行（BS 型），上方 12 度（HM 型）で
音速噴射した．ヘリウム噴流の主流に対する運動
量流束比は M∞ = 1.8 の場合 1.4，M∞ = 2.4 の場合
は 2.0 である．また，噴射の影響を調べるため噴
射なしの場合についても調べた． 
 
3. 縦渦対による混合場の拡大 
 図 2(a)はナイフエッジを垂直に設定して得た
BS 型の瞬間シュリーレン画像 400 枚の輝度の変
動実効値分布であり，デバイス後縁から高さ方向
に混合場が拡大していくことがわかる．破線で示
す変動が最大となる点を結んだ直線の傾きとし
て混合場の拡大率を定義する．図 2 (b), (c)は HM2
型を設置し，ナイフエッジを水平に設定して得た
瞬間シュリーレン画像の一例で，(b)は M∞ = 1.8，
(c)は M∞ = 2.4 の場合である．圧縮ランプの始端か
ら発生している衝撃波はM∞ = 1.8の方が強いこと
が分かる．偏向角が等しい場合，主流マッハ数が
大きくなると衝撃波は強くなるが，乱流境界層が
流入する M∞ = 1.8 に対し，層流剥離する M∞ = 2.4
では正味の偏向角が小さくなっていると考えら 

 
Fig.1 Schematics of wall-mounted ramp injector and  

test section. 

 
Fig.2  Schlieren photographs: (a) RMS(BS, M∞  

= 1.8), (b) Instantaneous photo(HM2, M∞  
= 1.8), (c) Instantaneous photo(HM2, M∞  
= 2.4)  

Fig.3 Expansion Ratio  
of mixing region. 

 

Fig.4 Streamwise variati- 
ons of circulation of  
streamwise vortex: (a)  
no-jet, (b) helium-jet 
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れる． 
図 3 は膨張斜面角度による拡大率で， = 14°で

最大となることがわかる．膨張斜面角度を大きく
すると循環も大きくなり，混合場の拡大も促進す
ると考えられる．しかし，実際には，膨張斜面下
流端で圧縮による境界層剝離が生じて流れの実
質的な偏向角が斜面角度よりも小さくなるため
循環が小さくなる．図 4 は x = 25, 35 ( = 14°のみ), 
50, 75 (= 14°のみ), 100 mm の yz 断面でのステレ
オPIV計測の結果から算出した循環の流れ方向推
移を示しており， = 14°で循環も最大となること
が分かる．つまり，縦渦の循環は混合場の拡大に
重要であることが示された． 

表 1 に BS 型，HM1 型，HM2 型の拡大率を示
す．これより，HM 型の方が縦渦領域の拡がりが
大きいことがわかる．ステレオ PIV 計測結果から
算出した縦渦の循環の流れ方向推移を図 5 に示す．
図 5(a)は BS 型の x = 25, 50, 100 mm，図 5(b)は HM
型の x = 25, 35, 50, 100 mm における結果である．x 
= 25 mm のデータが一部欠損しているのは，噴射
したヘリウム内にトレーサ粒子が入らず，計測が
出来なかったためである．HM1 型は楔状に切りか
かれていることで z 方向速度が増加し，循環が増
大すると考えられるが，M∞ = 1.8 では BS 型とそ
れほど変わらない．BS 型は，前述のように膨張
斜面角度を 14°以上にしても循環値が低下する．
この結果，ある角度で循環値は最大となる．HM1
型の膨張ランプ角度は 17.5°であるので，膨張ラン
プ下流端で生じる剥離により，BS 型の循環と変
わらない値を示したものと考えられる．また，図
6 は x = 35 mm の下壁( y = 1 mm )におけるスパン
方向速度 w の z 分布である． HM1 型の圧縮ラン
プ下側は楔状に切りかかれており，スパン方向速
度を誘起すると考えられるが，HM1 型と HM2 型
のスパン方向速度に違いがないことが分かる．こ
のことからも，切りかきによる優位性は確認でき
なかった．一方，図 5(b)より HM 型は M∞ = 1.8 と
M∞ = 2.4 では後者の方が循環が大きく，今回使用
したデバイスは主流マッハ数が大きい流れ場で
は強い循環の縦渦対を導入すると考えられる． 
 前述のように，M∞ = 1.8 でより強い衝撃波がデ
バイス始端から発生している．衝撃波が混合層に
入射することで流れの乱れが増幅する可能性が
示唆されるため，M∞ = 1.8 の場合には強い乱れが
発生していると考えられる．M∞ = 1.8 で３種類の
デバイスで循環に違いがなかったにも関わらず
HM 型の方が拡大率が大きかったのは，衝撃波の
入射により混合層がより成長したと考えられる． 
 
4. 縦渦の崩壊と擬似燃料の拡散 

図 7 は x = 35 mm の縦渦中心を通る z 位置にお
ける速度 u の y 分布で，(a)は噴射なし，(b)はヘリ
ウム噴射の場合である．低速領域は下壁近傍の低
速流が縦渦の吹き上げによって形成される．HM
型の場合，膨張ランプ部で境界層が大きく剥離し，
低速の流体を縦渦が吹き上げるため，速度差が大
きくなると考えられる．この速度差が大きくなる
と剪断が強まり，縦渦対を取り巻く渦輪状構造が
発達する．渦輪状構造が発達することで，縦渦が
崩壊しやすくなるものと考えられる．また図 7(b)
より，BS 型を用いた変動領域内に主流速度より
速い領域が存在することが分かる．これは，噴射

したヘリウムが混ざらず，この部分に多く存在し
ているためであると考えられるが，HM 型につい
ては見られず，ヘリウムは拡散していると考えら
れる．つまり，HM 型の方がより拡散性の高い流
れ場を導入し，混合において有利であると考えら
れる． 
 
5.まとめ 
 本研究では縦渦対が超音速混合に及ぼす影響
を調べることを目的に実験を行ってきた．その結
果，混合層の拡大には強い循環を持つ縦渦が重要
であるという知見を得た．さらに混合層に衝撃波
が入射することで混合領域がより拡大しやすく
なることが示された．また，ハイパーミキサー型
のデバイスはバックステップ型のデバイスより
も高マッハ数で強い循環を持つ縦渦を導入でき
ること，さらに，拡散性の高い流れ場を導入でき
ることが示された．  
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Table 1 Expansion Ratio 

  

Fig.5 Streamwise variations of circulation of  
streamwise vortex with jet: (a) BS type, (b)  

HM type  

Fig.6 Spanwise velocity at x = 35mm with Jet..  

Fig.7 Mean streamwise velocity profiles at x =35mm:  
(a)without Jet, (b)with Jet. 

BS HM1 HM2 BS HM1 HM2

M ∞ = 1.8 0.1517 0.1668 0.133 0.1276 0.138 0.1154

M ∞ = 2.4 0.1073 0.1219 0.1275 0.0888 0.1072 0.1216

HeliumNone


